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1

スタートアップガイド

ドキュメントのこの最初のセクションは PureMessage を初めて使用する管理者を対象
としています。インストールおよびアップグレードの手順に加え、ここでは製品と機能
の概要や、さまざまな導入例も説明します。
関連タスク
エンドユーザー認証を設定する（191ページ）

1.1

PureMessage for UNIX へようこそ

PureMessage for UNIX は、ネットワークゲートウェイでメールメッセージを分析する極
めて効果的なメールフィルタリングシステムです。スパムやウイルスから組織を保護
し、企業の通信ポリシーを強化します。
PureMessage には Web ベースの設定とレポートのツールが含まれ、アップデートの自
動化や事前にスケジュールされたジョブにより、ゲートウェイセキュリティに関わる管
理者の日常業務を最小限にします。管理者は一箇所から複数のサーバーを管理すること
が可能で、オプションでエンドユーザーに隔離メッセージの確認を許可できます。
保護エラー対策として、PureMessage は検出機能の範囲を適宜、自動調整します。ソフ
トウェアは、SophosLabs™ (ソフォスラボ) のアナリストが作成した最新のウイルス検出
定義およびスパムルールで自動的にアップデートされます。
PureMessage の自動チューニングテクノロジーでは、検知機能の範囲を常に適切に調整
し、検出エラーを防止します。ソフォスの Genotype (遺伝子型) テクノロジーによって、
特定の検知方法が見つかる前でも、まだ遭遇したことのない脅威から組織を確実に保護
し、スパムやウイルスをそれらの亜種も含めて阻止します。
また、管理者はカスタムルールを作成して、デフォルトの PureMessage ポリシーを強
化することができます。
PureMessage はサポートされている MTA の 1つと連動します。sendmail と Postfix が製
品パッケージに含まれていますが、PureMessage は Sun 社の Java System Messaging
Server (JSMS)、Sendmail Switch、および他のバージョンの sendmail と Postfix にも対
応しています。
関連資料
SophosLabs（540ページ）

2 | スタートアップガイド | PureMessage for UNIX

1.1.1

PureMessage のスパム対策

PureMessage には各メッセージの個別の特徴を分析するスパムテストが多数含まれてい
ます。各テストは、特定の数値 (weight) を持っています。PureMessage がメッセージ
を分析する際、そのメッセージに一致するスパムテストの数値がすべて加算され、メッ
セージの 「スパム確率」を表すスパムスコアに変換されます。
デフォルトで、PureMessage はネットワークの外部から送られてくるメッセージにスパ
ムが含まれていないかチェックするよう設定されていますが、ローカルドメイン内から
送られてくるメッセージに対してもテストを実行するように設定を変更できます。メッ
セージにスパムが含まれている確率が 50% 以上であることが判明した場合、そのメッ
セージは PureMessage 隔離ディレクトリへコピーされます。また、デフォルト設定に
より、PureMessage はこれらのメッセージを配信しますが、メッセージの件名ヘッダを
変更してスパム確率を表示します。
PureMessage は受信メールを以下のように処理します。
1. MTA (Mail Transfer Agent) がメッセージを PureMessage へ転送します。
2. PureMessageはそのメッセージにポリシーファイルタを適用し、ウイルス、スパム、
またはその他のメッセージ特性がないかどうかをテストします。
3. これらのテストの結果によって、メッセージは本来の受信者へ配信されるか、別の
宛先に送られるか、または隔離されます。
4. PureMessage が隔離メッセージを処理します。隔離ダイジェストが作成される場合、
エンドユーザーは隔離ディレクトリから必要なメッセージを取り出すことができま
す。その他のメッセージは通常、自動的にアーカイブされ、隔離ディレクトリから
削除されます。
用語
隔離（538ページ）

1.1.2 PureMessage コンポーネント
PureMessage とは、スパムやウイルスのフィルタリング用に包括的なシステムを形成す
る目的で結合されたコンポーネントのセットといえます。PureMessage の動作と管理に
とって、ほとんどのコンポーネントが重要ですが、EUWI (End User Web Interface)、
Groups Web Interface、および PureMessage API などは付加的なものです。 PureMessage
は以下の主要コンポーネントから構成されます。
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PureMessage Manager
PureMessage を管理および設定するための Web ベースの GUI です。インストール時に
Manager は各 PureMessage の「ロール」の一部としてインストールされ、「HTTPD
(Manager)」(HTTPD (管理インターフェース)) サービスとして動作します。PureMessage
Manager には、重要な PureMessage 機能に対応するタブ (「Policy」(ポリシー) および
「Reports」(レポート) など) が含まれています。 PureMessage の各種の機能へはコマ
ンドラインからアクセスすることも可能です。デフォルトでは、これらのコマンドは
「pmx」ユーザーとして実行されます。
PureMessage サービス
PureMessage は一連のサービスを提供します。PureMessage を起動すると、「HTTPD
(Manager)」(HTTPD (管理インターフェース)) および「Milter (Policy)」(Milter (ポリシー))
などのバックグラウンドサービスも起動されます。PureMessage は一連のスケジュール
されたジョブを使用して、指定された時間にさまざまな管理作業を実行します。これら
のジョブは、バックグランドサービスのひとつである「Scheduler」(スケジューラ) に
よって一括管理されています。有効なサービスのステータスは、PureMessage Manager
の 「Local Services」(ローカルサービス) タブに表示されます。
ポリシーエンジン
メッセージフィルタリングのための設定管理ツールです。PureMessage ポリシーは一連
のルールに従って PureMessage メールフィルタを通過したメッセージを処理します。
Sieve ベースのポリシーエンジンは「Milter (Policy)」(Milter (ポリシー)) サービスとして
動作します。PureMessage Manager またはコマンドラインのいずれかから管理および設
定できます。ポリシーのリストとマップに関しても、特定のリストまたはマップに含ま
れるメールアドレスまたはホスト名に対して条件およびアクションを適用させるよう設
定できます。
隔離
PureMessage 隔離ディレクトリには、PureMessage ポリシーエンジンが適用したルー
ルに従って隔離されたメッセージが保管されます。隔離されたメッセージは pmx-qman
コマンドラインプログラムを利用するか、PureMessage Manager の「Quarantine」(隔
離) タブ経由のいずれかで管理されます。PureMessageのインストールオプションによっ
ては、EUWI （End User Web Interface） を使ってエンドユーザ自身が隔離メッセージ
を管理することができます。
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レポート
PureMessage は重要なパフォーマンス統計に関するグラフィカルデータまたは表形式
データを記載したレポートを作成します。このレポートは事前に定義しておきます。こ
れらのレポート機能を使用するには、PostgreSQL データベースが有効になっている必
要があります。複数サーバーが設定されている場合、さまざまなネットワークからデー
タが収集され、集中管理データベース内に保管されます。
EUWI (End User Web Interface)
エンドユーザーが隔離メッセージを自分で管理できるようになる Web ベースのインター
フェースです。PureMessage 管理者によって指定される設定によって、ユーザーに許可
される制御内容は異なります。EUWI によって、ユーザーはブロックされたメッセージ
の承認、メッセージの削除、承認およびブロックされた送信者のリスト作成などのタス
クを実行できます。EUWI は PureMessage サービスとして実行されます。デフォルトで
ポート 28443 を使用します。
Groups Web Interface
グローバル管理者が管理責任をグループ/ドメインやロールに基づいて「グループ」管
理者に委任することを可能にする Web ベースのインターフェースです。委任されるタス
クには、隔離管理、レポート、リスト管理、および特定のポリシーの設定が含まれま
す。PureMessageをグローバルモデルで配備する予定でなくとも、PureMessage Manager
での同等の機能の代わりに隔離およびレポート機能を使用できます。
PureMessage API
PerlMx モジュールは sendmail フィルタモジュールを Perl で作成するための PureMessage
インターフェースを指定します。また、新しいフィルタを登録し、そのフィルタをスタ
ンドアロンプロセスとして稼動させるために必要な「glue」 コードが含まれます。
用語
PostgreSQL（538ページ）
Sieve（539ページ）

1.1.3 PureMessage ドキュメントを使用する
PureMessage のドキュメントは「スタートアップガイド」、「PureMessage Manager
レファレンス」、「管理者レファレンス」、 および「補足」の 4つのセクションに分か
れています。
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PureMessage を初めて使用する場合、ドキュメントの以下のセクションを最初に参照す
ることをお勧めします。
■

■

■

「クイックリファレンスガイド（83ページ）」を参照すると、PureMessageコンポー
ネントとその機能の基本知識を習得できます。
「導入計画（8ページ）」セクションを参照して、使用環境下で PureMessage をど
のような方法で設定およびテストするのが最善であるかを判断するのに役立てます。
「PureMessage をインストールする（25ページ）」で、PureMessage インストーラ
の使用およびさまざまなインストール後の手順について説明を参照します。

PureMessage のドキュメントの完全版は PureMessage Manager から参照できます。
注:
Manager からドキュメントを起動して参照する場合、ドキュメントのバージョンはそ
の PureMessage の特定のバージョンに対応しています。ドキュメントの最新バージョ
ンを参照するには、Sophos の Web サイトをご覧ください。
ドキュメントはコマンドライン (下記で説明) および PDF 形式でも使用できます。オンラ
インヘルプの目次領域の下部にある目的のリンクをクリックして PDF を US Letter また
は A4 形式で参照/印刷します。
PureMessage Manager から PureMessage ドキュメントへアクセスする方法は 2通りあ
ります。1つ目の方法としては、「Support」(サポート) タブの「PureMessage User
Guide」をクリックします。2つ目の方法としては、Manager の各ページの左のサイド
バーに表示される「Help」(ヘルプ) のリンクをクリックします。これらのページに記載
されたリンクによって、「PureMessage Manager レファレンス」の他のトピックやド
キュメントまたはインターネットでの別の場所にある関連情報へアクセスできます。
PureMessage ドキュメントは下記の主要セクションによって構成されています。
スタートアップガイド
ドキュメントのこの最初のセクションは PureMessage を初めて使用する管理者を対象
としています。インストールおよびアップグレードの手順に加え、ここでは製品と機能
の概要や、さまざまな導入例も説明します。
PureMessage Manager レファレンス
「PureMessage Manager レファレンス」には、Web ベースのインターフェースを使っ
て PureMessage を設定および操作するために必要なすべての管理ツールについて記載
しています。Manager からの設定が不可能な場合には、コマンドラインでの手順が説明
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されています。このドキュメントは PureMessage Manager の使用に関するセクション
から始まり、以降は PureMessage Manager のインターフェースにあるタブに対応して
構成されています。Manager のタブは以下のとおりです。
■

「Dashboard」(ダッシュボード) タブ

■

「Policy」(ポリシー) タブ

■

「Quarantine」(隔離) タブ

■

「Reports」(レポート) タブ

■

■

■

「Local Services」（ローカルサービ
ス） タブ
「Server Groups」(サーバーグループ)
タブ
「Support」(サポート) タブ

管理者レファレンス
「管理者レファレンス」には、PureMessage のポリシー、PureMessage の隔離、
PureMessage のサービス などの重要な PureMessage 機能に関する詳細情報が記載され
ています。「管理者レファレンス」には、PureMessage の man ページへのリンクも含
まれています。関連する man ページへのリンクの一覧を参照するには、関連するセク
ション (「サーバーグループ管理」など) をご覧ください。
補足
「補足」には、チュートリアルおよびサードパーティーのドキュメントへのリンクが含
まれています。ライセンス情報や FAQ などの一般的な参照ドキュメントに加えて、「管
理者レファレンス」 の補足には FAQ および用語集が含まれています。
コマンドラインのドキュメント
コマンドラインから PureMessage を管理する場合、ドキュメントには、各コマンドラ
インプログラムごとの man ページが用意されており、さまざまな PureMessage 設定
ファイルで使用可能なオプションについての説明も提供されています。
PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) としてログインしている間は、man
<program_name> と入力します。たとえば、man pmx-license と入力すると、ライセ
ンスドキュメントが表示されます。
関連概念
クイックリファレンスガイド（83ページ）
導入計画（8ページ）
PureMessage for UNIX をインストールする（25ページ）
管理者レファレンス（287ページ）
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PureMessage Manager レファレンス（99ページ）

1.1.4 関連アプリケーションのドキュメンテーション
Sendmail のドキュメンテーション
MTA として sendmail または Sendmail Switch を使用している場合、インストールに含
まれているドキュメンテーションをご覧ください。PureMessage に付属のバージョンの
sendmail をインストールしている場合、sendmail のドキュメンテーションは
/opt/pmx/sendmail/doc にあります。
■

/opt/pmx/sendmail/doc/op.txt:Sendmail Installation and Operation Guide

■

/opt/pmx/sendmail/doc/op.pdf:Sendmail Installation and Operation Guide

■

/opt/pmx/sendmail/doc/FAQ:Sendmail FAQ

■

/opt/pmx/sendmail/doc/KNOWNBUGS:sendmail に関する既知の不具合

■

/opt/pmx/sendmail/doc/LICENSE:Sendmail License

■

/opt/pmx/sendmail/doc/README:Sendmail Readme

■

/opt/pmx/sendmail/doc/RELEASE_NOTES:Sendmail Release Notes

sendmail に関する一部のドキュメンテーションは、Web サイトから利用できます。
Postfix のドキュメンテーション
MTA として Postfix を使用している場合、インストールに含まれているドキュメンテー
ションをご覧ください。PureMessage に付属のバージョンの Postfix をインストールし
ている場合、Postfix のドキュメンテーションは /opt/pmx/postfix/doc にあります。
■

/opt/pmx/postfix/doc/index.html:Postfix Introduction

■

/opt/pmx/postfix/doc/basic.html:Postfix Configuration

■

/opt/pmx/postfix/doc/motivation.html:Postfix Overview

■

/opt/pmx/postfix/doc/receiving.html:Postfix Anatomy

■

/opt/pmx/postfix/doc/faq.html:Postfix FAQ

Postfix のドキュメンテーションは Postfix の Web サイトでも参照できます。
Java System Messaging Server (JSMS) のドキュメンテーション
JSMS バージョン 5.2 または 6.0 をメール転送エージェント (MTA) として使用している
場合、PureMessage では pmxchannel.conf 設定ファイルで基本的な設定オプション
を提供しています。
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JSMS 6.3 または 7.0 を使用している場合、ソフォス Web サイトのサポートデータベー
スの「Configuring PureMessage for Java Systems Messaging Server (JSMS)」で説明さ
れているように PureMessage Milter との直接接続を設定できます。
詳細設定オプションに関しては、Java System Messaging Server Administration Guide
をご覧ください。
PostgreSQL のドキュメンテーション
PostgreSQL を使用して隔離されてメッセージを統合する場合、以下の PostgreSQL の
Web サイトにあるドキュメンテーションをご覧ください。
http://www.postgresql.org/docs/

1.2

導入計画

このセクションでは、可能な実装例とサーバー導入シナリオの概要、PureMessage の設
定とテスト、および継続的なチューニングと最適化の方法について説明します。

1.2.1 PureMessage を導入する
このドキュメントでは、可能な実装例およびサーバー導入シナリオの概要について説明
します。
1.2.1.1 インストール後のテスト
PureMessage をインストール後、メールの配信を妨げることなく PureMessage 機能の
テストおよび検証を実行できます。テストのオプションについては、この後のセクショ
ンをご覧ください。詳細については、「PureMessage for UNIX をインストールする」の
「PureMessage の動作をテストする」をご覧ください。
導入の段階
通常、PureMessage for UNIX の導入は、以下の 4つの段階で行われます。
■

第 1段階:サーバーセットアップ

■

第 2段階:メッセージ処理

■

第 3段階:ユーザーフィードバックの収集および分析

■

第 4段階:チューニング
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最初の段階では PureMessage を経由してメールを転送しないため、オフラインでのテ
ストおよびインストールの確認を実行できます。次の段階では、実際にメールを
PureMessage 経由で転送するようになりますが、メッセージの配信が妨げられることは
ありません (メール配信は中断されず、実際のメールによってポリシー設定を検証でき
ることになります)。後半では、メッセージの隔離、ユーザーへの通知用隔離ダイジェス
トメールの運用、および必要なチューニング処理を行います。
関連タスク
PureMessage の動作をテストする（59ページ）
ユーザーのサブグループを使用してテストする
このシナリオでは、ユーザーの一部をグループ化し、実際のメッセージトラフィックを
使用してPureMessageをテストする方法について説明します。デフォルトでPureMessage
ポリシーはメッセージの配信を妨げないように設定されています。そのため、この段階
のテストでメール送信が中断されることはありません。
■

■

■

■

サーバーセットアップ:実際のテストを実行するテストドメインを作成します。選択し
た実際のユーザーグループのメールボックスをテストサーバーへ転送します。
メッセージ処理:デフォルトで、PureMessage のポリシーでは、スパムの可能性のあ
るメッセージにはすべてカスタムのメッセージヘッダを追加するように設定されてい
ます。また、このメッセージヘッダは、そのメッセージに適用されたスパム検出ルー
ルを記録します。スパムの可能性が 50% を上回るメッセージは、隔離ディレクトリ
にコピーされ、本来の受信者にも配信されます。詳細については、「クイックリファ
レンスガイド」の「メッセージ処理オプション」をご覧ください。
ユーザーフィードバック:誤って分類されたメッセージを収集するメールボックスを作
成します。メールボックスに集められたメッセージを分析します。詳細については、
「ユーザーフィードバックを収集する」をご覧ください。
チューニング:メールボックスへ転送されたメッセージを分析し、許可リストとブロッ
クリストを使用して特定のメッセージにテストを実施しないようにPureMessage を
チューニングします。

関連概念
メッセージ処理オプション（91ページ）
ユーザーフィードバックを収集する（17ページ）
スパム検出をチューニングする（19ページ）
用語
許可リスト（541ページ）
ブロックリスト（529ページ）
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フルドメインでテストする
このシナリオでは、実際に使用しているフルドメインを使って実施するテストについて
説明します。このテストによって、フィルタリング効率とシステムの処理量を分析でき
ます。前のシナリオのようにメッセージはすべて配信されるため、メール送信トラフィッ
クが中断されることはありません。
■

■

■

■

サーバーセットアップ: 実際のサーバーを使用して、メッセージ送信トラフィックを
フルメインドメインへ中継します。
メッセージ処理: 元のメッセージの件名は変更しないようにデフォルトのポリシース
クリプトを変更します。詳細については、「クイックリファレンスガイド」の「メッ
セージ処理オプション」をご覧ください。デフォルトでは、スパム確率が 50% を上
回るメッセージは隔離エリアへコピーされるように設定されています。
ユーザーフィードバック: 隔離されたメッセージを分析し、チューニングの際に活用
できる共通の特徴を識別します。
チューニング: 許可リストとブロックリストを使用してメッセージをテストから除外
するようにチューニングし、誤検知を減らします。

関連概念
メッセージ処理オプション（91ページ）
ユーザーフィードバックを収集する（17ページ）
スパム検出をチューニングする（19ページ）
用語
許可リスト（541ページ）
ブロックリスト（529ページ）
導入
PureMessage のインストールが完全に導入されると、エンドユーザーは隔離されたメッ
セージは受信しなくなります。PureMessage が「Quarantine Digests」(隔離ダイジェス
ト) メールを生成し、隔離されたメッセージをリスト表示します。ユーザーは、必要な
メッセージをクリックして隔離ディレクトリからメッセージを取り出すことができま
す。詳細については、「管理者レファレンス」の「隔離管理」セクション内の「隔離ダ
イジェスト」をご覧ください。
■

■

サーバーセットアップ:実際のサーバーを使用して、メッセージ送信トラフィックをフ
ルメインドメインへ中継します。
メッセージ処理:ある一定のスパムしきい値以上のメッセージを隔離するようにポリ
シースクリプトを修正します。
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■

■

ユーザーフィードバック:隔離ダイジェストを使用することでユーザーはどのメッセー
ジが隔離されているかを確認し、受信する必要があるメッセージを取り出すことがで
きます。「クイックリファレンスガイド」の「メッセージ処理オプション」に記載さ
れているように、ユーザーは誤って分類されたメッセージを「is-spam」(検出漏れの
スパム) および「not-spam」(スパムの誤検知) アカウントに送信できます。
チューニング:ユーザーフィードバックと隔離分析に基づいて継続的にスパム検出を
チューニングします。

関連概念
ダイジェスト管理（417ページ）
メッセージ処理オプション（91ページ）
スパム検出をチューニングする（19ページ）
1.2.1.2 サーバー導入オプション
PureMessage は「ロール」ごとにまとめられたコンポーネントの集合体です。これらの
ロールは単一サーバーで稼動させることも可能ですし、複数のサーバーに対してさまざ
まな設定で共有させることも可能です。このセクションでは、さまざまな導入シナリオ
を説明します。
このセクションでは、PureMessage を 3台のサーバーに導入するオプションを提案し、
シンプルな運用 (小規模組織向け) から大量のメールを扱う組織向けにより複雑な導入例
までを取り上げます。 PureMessage は、縦方向 (より大きなサーバー、より早いプロ
セッサ) にも横方向 (多くのサーバー) にも拡張性があります。PostgreSQL ベースのバッ
クエンド隔離ディレクトリは、数千万のメッセージまで対応できるように設計されてい
ます。PureMessage サーバーグループ機能を使用して設定を複製し、複数のサーバーか
らのレポートを統合することでサーバー管理を拡張できます。
PureMessage ロールを 1台のサーバーにインストールするか、異なる設定の複数サー
バーにインストールするかによって、得られるパフォーマンスのレベルは異なってきま
す。
関連概念
「Server Groups」(サーバーグループ) タブ（263ページ）
用語
ロール（539ページ）
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単一サーバーへの導入
メール量の少ない組織に対しては、単一サーバーへの導入をお勧めします。この設定の
場合、PureMessage サーバーに導入可能なロールがすべて 1台の PureMessage に含ま
れます。

このデフォルトの 「Full」(フル) インストールは小規模組織に大変適しています。メー
ルトラフィックが多い場合、または隔離ディレクトリが非常に大きい場合は、2台以上
のサーバーへの導入をご検討ください。
複数サーバーへの導入:2つのサーバー
複数のサーバーに対して導入する場合、MTA と Mail Filter のロールを別の 1つのサーバー
に設定します。これら 2つのロールを担う 1つのサーバーを「エッジ」サーバーといい
ます。この導入方法では、他のもう 1つのサーバーは残り 3つのロールを果たします。
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用語
エッジサーバー（533ページ）
複数サーバーへの導入:3つのサーバー
このシナリオは、ユーザー数が多く大量のメールを処理するために、複数の MTA (Mail
Transfer Agents) と PureMessage サーバーが必要な組織に適用されます。

この導入方法では、1台のサーバーが Centralized Server Manager、Database Server、
EUWI (End User Web Interface) Server ロールを果たすという点において、前述の例と
似ています。この設定では、複数のエッジサーバーで大量のメールトラフィックおよび
フィルタリングを処理します。
エッジサーバーをさらに追加して、PureMessage の容量を拡張することが可能です。
用語
エッジサーバー（533ページ）
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1.2.1.3 オプションのコンポーネントを設定する
このセクションで説明されるコンポーネントには手動の設定が必要です。説明および手
順の詳細については、個別のトピックをご覧ください。
隔離ダイジェスト
隔離ダイジェストメールとは、ユーザーに送信されたメッセージの中で隔離されたもの
を一覧で表示した通知メールのことです。ユーザーはダイジェストメールに返信して隔
離ディレクトリからメッセージを取り出すことができます。隔離ダイジェストメールは
デフォルトでは有効に設定されていないため、手動で有効に設定する必要があります。
隔離ダイジェストメールの設定および作成に関する説明については、「管理者レファレ
ンス」の「隔離管理」セクション内の「隔離ダイジェスト」をご参照ください。
関連概念
ダイジェスト管理（417ページ）
集中隔離または統合隔離
PureMessage の隔離メッセージ管理には、集中隔離または統合隔離の 2つのオプション
があります。集中隔離では、複数の隔離ディレクトリからのメタデータが単一の
PostgreSQL データベースへ収集されます。統合隔離では、複数の隔離ディレクトリか
らメッセージが取り出され、1箇所に保存されます。詳細については、「管理者レファ
レンス」の「隔離管理」セクションの「統合隔離と集中隔離」をご覧ください。
関連概念
隔離統合と集中隔離管理（414ページ）
サーバーグループ
サーバーグループは複数のサーバーで構成され、1台のセントラルサーバーから管理、
設定、および保守されます。サーバーグループから、設定ファイルのアップデート、複
数のサーバーからのレポートの統合、別の PureMessage サーバーで稼動しているサー
ビスの閲覧、起動、停止が可能です。サーバーグループの作成および管理の詳細につい
ては、「PureMessage Manager レファレンス」の「Server Groups」(サーバーグループ)
タブをご覧ください。
関連概念
「Server Groups」(サーバーグループ) タブ（263ページ）
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境界防御
一定の時間枠内に受信者数または最大メッセージサイズなどが設定したベンチマークを
超過した場合、境界防御のためにログ解析が実行され、レポートが作成されます。デ
フォルトでは、これらの機能が実行されるように設定されていないため、手動で有効に
設定する必要があります。これらの機能の設定に関する説明は、「PureMessage Manager
レファレンス」の「ローカルサービス」セクション内の「ログウォッチオプションを設
定する」をご覧ください。
関連概念
「Server Groups」(サーバーグループ) タブ（263ページ）
EUWI (End User Web Interface)
EUWI （End User Web Interface) によって、各ユーザーは PureMessage のメールフィル
タリングのオプションへアクセスできます。これらのオプションには、隔離メッセージ
の参照と管理や、ユーザー別の許可リストおよびブロックリストの管理が含まれます。
また、エンドユーザーはメールフィルタリングのオプションを設定することもできま
す。
デフォルトのインスールでは、すべての PureMessage エンドユーザーに EUWI の使用が
自動的に許可されています。これを設定するには、PureMessage Manager の「Policy」
(ポリシー) タブ上で、「End Users」（エンドユーザー） リストに追加します。すべて
のエンドユーザーオプションとメールフィルタリング機能は、デフォルトで有効設定に
なっています。
注:
実装方法によっては、EUWI アクセスを特定のユーザーへ限定したり、ユーザーが使
用できるオプション機能を制限できます。詳細については、「PureMessage Manager
レファレンス」 の「隔離」セクション内の「エンドユーザー向け機能を設定する」を
ご覧ください。
EUWI は以下のコンポーネントで構成されます。
■

■

■

ナビゲーションメニュー:ページ左側にあるメニュー。
メインメニュー:ナビゲーションメニューからアクセスし、現在表示されているペー
ジ。「ブロックされたメッセージ」、「削除されたメッセージ」、「許可された送信
アドレス」、「拒否された送信アドレス」、および「オプション」ページへのリンク
が含まれます。
メールメッセージビューア:メッセージの「件名」をクリックすると開くビューア 。
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EUWI では、PureMessage Manager で使用可能な同一の機能の説明にわかりやすい別名
を使用しています。
■

■

■

Manager で許可リストに含まれている送信者とホストは、EUWI で「許可された送信
アドレス」 と呼ばれます。
Manager でブロックリストに含まれている送信者とホストは、EUWI で「拒否された
送信アドレス」 と呼ばれます。
Manager で隔離された内容は、EUWI では「ブロックされたメッセージ」と呼ばれま
す。

EUWI にアクセスするには、ユーザーはポート 28443 経由で EUWI ホストにある Web
サーバーにログインする必要があります。これには、ユーザー認証が必要です。認証に
は 3つの方法があります。
■

■

■

メールセッション認証:これは、エンドユーザーの認証のデフォルトの方法です。ユー
ザーは、初回ログインの際にメールアドレスを入力するように要求され、パスワード
を申請します。セッション ID キーは自動で作成され、アクセス用パスワードがユー
ザーへメールで送信されます。
パスワードファイル認証:この認証方法オプションの場合、PureMessage管理者はユー
ザー名と初期パスワードを enduser/enduser_ui_user_passwords ファイルに追
加し、各エンドユーザーに初期パスワードをメールで送信する必要があります。パス
ワードファイルを暗号化することができます。暗号化することをお勧めします。
LDAP 認証:このオプションは既存の LDAP サーバーを使って、ユーザー認証を実施し
ます。PureMessage は現在、Active Directory、Sun ONE Directory Server 5.2、およ
び OpenLDAP に対応しています。

PureMessage Manager の「Quarantine」(隔離) タブにある「End User Authentication」
(エンドユーザー認証) ページで認証方法を設定します。認証方法に関する詳細について
は、「管理者レファレンス」の「エンドユーザー管理」にある「エンドユーザーのアク
セスを認証する」をご覧ください。
Manager を使用してユーザーが使用できる EUWI オプションを設定します。EUWI の場
所とセッションオプションを設定するには、「PureMessage Manager レファレンス」
の「隔離」セクション内にある「エンドユーザーオプションを設定する」をご覧くださ
い。エンドユーザーに対しアクセスを許可する EUWI 機能を設定するには、
「PureMessage Manager レファレンス」 の「隔離」セクション内にある「エンドユー
ザー機能を設定する」をご覧ください。各エンドユーザーに対する許可リストおよびブ
ロックリストを管理するには、「PureMessage Manager レファレンス」 の「隔離」セ
クション内にある「エンドユーザーの許可リストを管理する」および「エンドユーザー
のブロックリストを管理する」をご覧ください。
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EUWI は、PureMessage Manager の「Local Services」（ローカルサービス）ページか
ら管理可能なサービスとして導入されています。このサービスは、ユーザー別のリスト
の変更 (許可リストやブロックリストなど) をすべての PureMessage ホストに同期させ
ます。
関連概念
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
「Quarantine」(隔離) タブ（179ページ）
エンドユーザーの認証方法について（195ページ）
関連タスク
エンドユーザー機能を設定する（189ページ）
エンドユーザー認証を設定する（191ページ）
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
用語リンク
許可リスト（541ページ）
ブロックリスト（529ページ）
Groups Web Interface
PureMessage Groups Web Interface によって、グローバル管理者が管理責任をグルー
プ/ドメインやロールに基づいて「グループ」管理者に委任できます。委任されるタス
クには、隔離管理、レポート、リスト管理、および特定のポリシーの設定が含まれま
す。グループ管理者は、グローバル管理者が使用可能に設定したタブおよび機能にのみ
アクセスできます。
Groups Web Interface は PureMessage サービスとして実行されます。デフォルトでポー
ト 28443 を使用します。グループ管理者は、グローバル管理者が使用可能に設定したタ
ブおよび機能にのみアクセスできます。詳細については、「グループ」の概要をご覧く
ださい。
関連概念
管理グループ（299ページ）
1.2.1.4 ユーザーフィードバックを収集する
ユーザーフィードバックはポリシー設定の効果、特にスパム検出の正確性を判断するた
めに収集されます。ユーザーフィードバックに基づいた変更の適用については、このガ
イドの「設定およびチューニング」をご覧ください。ユーザーフィードバックのオプ
ションは、実装シナリオと導入の段階によって異なります。たとえば、「Quarantine

18 | スタートアップガイド | PureMessage for UNIX

Digests」(隔離ダイジェスト) をまだ実装していない状態では、ユーザーフィードバック
機能は適用されません。
■

■

「Reporting Mailboxes」(レポートメールボックス):「is-spam」(検出漏れのスパム)
というメールボックスと「not-spam」(スパムの誤検知) というメールボックスを作
成します。分析とスパム検出ルールのチューニングのために、誤って分類されたメッ
セージは、これらのメールボックスに転送するようにユーザーに指示します。たとえ
ば、スパムに分類されるべきだったと考えられるメッセージをユーザーが受信した場
合、ユーザージはそのメッセージを「is-spam」(検出漏れのスパム) メールボックス
へと転送する必要があります。反対にスパムではないメッセージを含んだ隔離ダイ
ジェストメールを受信した場合、ユーザーは隔離ディレクトリからそのメッセージを
取り出し、「not-spam」(スパムの誤検知) メールボックスへ転送する必要がありま
す。（元のメッセージヘッダを保持するために、メールクライアントの「転送」機能
を使用するのではなく、添付ファイルでメッセージを転送するようユーザーに指示し
ます。）
「Quarantine Analysis」(隔離分析):PureMessage Manager の 「Quarantine」(隔離)
タブを使用してスパムとして識別されたメッセージを分析します。この分析を使用し
て、許可リストに基づいて安全な送信者をスパムとして検索しないようにしたり、ブ
ロックリストに基づいて安全でない送信者を自動的に隔離したり、スパム検出ルール
の修正に基づいてスパムの共通の特徴を特定できます。

関連概念
設定およびチューニング（18ページ）
サーバー導入オプション（11ページ）
用語
許可リスト（541ページ）
ブロックリスト（529ページ）

1.2.2 設定およびチューニング
チューニングは一般的には継続して実施されるタスクですが、導入の初期の段階に、組
織の状況に合わせて PureMessage をカスタマイズする際に、最も集中的にチューニン
グを実行することになります。継続的なチューニングに関わる負荷の大半は、スパム検
出やウイルス検出ヒューリスティックの自動アップデートによって低減されます。これ
らのアップデートはスケジュールされたジョブとして実行され、デフォルトで有効に設
定されています。そのため、多くの場合、必要なのはシステムの使用環境へのカスタマ
イズのみとなり、新たなスパム対策を個別に確認する必要がなくなります。
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用語
ヒューリスティック（535ページ）
1.2.2.1 スパム検出をチューニングする
スパム検出を最適化するには、検出漏れ (スパムメッセージを誤って正常なメールとし
て検出すること) と誤検知 (正常なメールをスパムとして誤って分類すること) の適切な
バランスを取る必要があります。多くの場合、デフォルトの PureMessage 設定で必要
最低限のレベルのスパムフィルタリングが実行されますが、継続的にチューニングする
ことでスパム検知率を最適化し、誤検知を最小限に抑えることができます。
PureMessage は、スパムメッセージの特徴を特定する多数のスパム検出ルールを含んで
います。各ルールは、正または負の数値 (weight) を持っています。ポリシースクリプト
が「スパム確率」のテストを実行すると、一連のスパム検出ルールによるテストがメッ
セージに対して実行されます。メッセージがスパム検出ルールに適合する場合、その
メッセージに対して数値が追加されます。数値を合算して合計スコアを算出し、パーセ
ンテージに変換します。
PureMessage ポリシー内で、メッセージのスパム確率にはアクションが関連付けられて
います。これらの「しきい値」によって、メッセージのスパム確率に基づく異なるアク
ションを実施します。たとえば、デフォルトのポリシーでは、スパム確率が 50% 以上の
メッセージを隔離ディレクトリへとコピーします。20% のしきい値を上回った場合、カ
スタムヘッダを追加します。ポリシー内で複数のしきい値と関連アクションを定義でき
ます。
PureMessage のチューニングでは、スパム検出ルールでの数値の変更、カスタムスパム
検出ルールの追加、ポリシールールのしきい値の修正、およびポリシーが使用するリス
ト (許可リストやブロックリストなど) の作成更新を行うことができます。これらの処理
の説明は以下です。
許可リストを作成する
「Whitelists」(許可リスト) とは、メールの安全な送信元として認められた送信者または
ドメイン、またはその両方のリストです。デフォルトでは、許可リストに含まれるホス
トおよび送信者からのメールはスパム検索されることなく配信されます。ホストおよび
送信者のブロックリストへの登録に関する情報については、「管理者レファレンス」の
「ポリシー設定」セクション内の「リスト」をご覧ください。
ブロックリストを作成する
「Blacklists」(ブロックリスト) とは、メールの安全な送信元として認められていない送
信者またはドメイン、またはその両方のリストです。デフォルトでは、ブロックリスト
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に含まれているホストおよび送信者からのメールはスパム検索されることなく隔離され
ます。ホストおよび送信者のブロックリストへの登録に関する情報については、「管理
者レファレンス」の「ポリシー設定」セクション内の「リスト」をご覧ください。
スパム検出ルールを変更する
PureMessage は、スパムの特徴を検出するためのスパム検出ルールを多数含んでいま
す。
■

■

「Changing Rule Weights and Probabilities」(ルールの数値および確率を変更する):
デフォルトのスパム検出ルールの数値およびスパム確率のみが変更できます。スパム
検出ルールは、PureMessage Manager の「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルール)
ページ、または「pmx-spam」コマンドラインプログラムを使用して参照できます。
既存のルールを無効にするか、数値を変更できます。詳細については、「管理者レ
ファレンス」の「ポリシー設定」セクション内の「ルールを追加および設定する」を
ご覧ください。
「Creating Custom ("Site") Anti-Spam Rules」(カスタム (「サイト」) スパム検出
ルールを作成する):PureMessage Manager の「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルー
ル) のページでスパムの特徴をテストする正規表現を使用するカスタムルールを追加
したり、サイトに特有のスパム検出ルールのファイルを編集できます。コマンドライ
ンでのルールの編集手順については、「re.rules」をご覧ください。

スパムしきい値を調整する
「しきい値」はスパム確率に基づいてメッセージに対してアクションを適用します。デ
フォルトでは、PureMessage はしきい値 50% 以上でスパムとして検出するよう最適化
されています。このしきい値以下のメッセージを隔離またはマーキングすると、誤検知
が大幅に増えます。スパムではないメールが受信者へ届き、スパムは隔離されるように
するために、管理者はしきい値を 50% ～ 60% に設定してフィルタのチューニングを開
始することをお勧めします。
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関連概念
リスト（?ページ）
スパム検出（395ページ）
スパム検出ルールを管理する（171ページ）
関連情報
re.rules
pmx-spam
1.2.2.2 ポリシースクリプトを設定する
PureMessage で処理されるメッセージは、ポリシーフィルタを通過します。ポリシー
フィルタはメッセージの特徴をポリシーテストと対照し、テスト結果に従って関連する
メッセージ処理アクションを適用します。テストとアクションを併せて「ルール」と呼
びます。
ポリシーアクションはルールの一部で、テストをパスしたメッセージにどのような処理
を行うかを決めています。複数のアクションを指定できます。一般的なアクションには
以下が含まれます。
■

■

「Accept the Message」(メッセージを承認する):メッセージを指定された受信者へ配
信します。
「Copy Message to Quarantine」(メッセージを隔離ディレクトリにコピーする):隔離
ディレクトリへメッセージをコピーし、メールの受信者へメッセージを配信します。
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■

「Add Header and Deliver Message」(ヘッダーを追加してメッセージを配信する):
メッセージのヘッダーを変更して、メールの受信者へメッセージを配信します。

各モジュールで使用可能な特定のアクションのリストについては、「PureMessage
Manager レファレンス」の「ポリシーアクション」、または、「pmx-policy」の man
ページをご覧ください。
関連概念
アクションについて（122ページ）
関連情報
pmx-policy

1.2.3 パフォーマンスを最適化する
■

■

■

■

■

最新バージョン:PureMessage Manager の「Support」(サポート) > 「Available
Updates」(使用可能なアップデート) ページに移動し、「Package Repositories」
(パッケージリポジトリ) のドロップダウンリストから「Query」(照会) を選択して
PureMessageソフトウェアの最新バージョンを使用していることを確認します。アッ
プグレード可能なパッケージがある場合には、コマンドラインで「pmx-setup」 を
実行してアップグレードを実行できます。
PureMessage のサービス設定:PureMessage サービス稼動に十分な RAM と CPU が確
保されていることを確認します。推奨内容については、「PureMessage for UNIX をイ
ンストールする」の「前提条件」セクションにある「メモリおよび CPU の要件」を
ご覧ください。
並列インタプリタ:フィルタ要求に割り当てる Perl インタプリタの最大数は、pmx.conf
ファイルの concurrency_limit 設定で決定されます。最大数に達したときのアクショ
ンは、concurrency_limit_action 設定で決定されています。これらのオプションを
チューニングすることで、メモリ使用の効率をさらに高めることができます。
スパムフィルタによる DNSBL (DNS ブロックリスト) または DNS ルックアップ:スパ
ムフィルタが DNSBL（DNS ブロックリスト）あるいは DNS チェックを実行するよう
設定されている場合、PureMessage のパフォーマンスは PureMessage と DNS サー
バー間の接続速度に大きく影響を受けます。パフォーマンスを最適化するには、ロー
カルキャッシュ DNS サーバーをインストールします。ネットワークチェック機能を
完全に無効にするには、etc/spam.d/dnsbl.conf 内の enabled を 「no」へ設定し
ます。詳細については、「管理者レファレンス」の「ポリシー設定」セクション内の
「スパム対策ルールについて」をご覧ください。
IP ブロッキング:MTA レベルまたはポリシーで IP ブロッキングを使用していることを
確認します。MTA レベルで IP ブロッキングを使用するのが最も効果的です。これは
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PureMessage の「Local Services」(ローカルサービス) タブで設定されます。「IP
Blocker Service」(IP ブロッカサービス) が実行されていることを確認し、サイドバー
にある「MTA IP Blocking」(MTA IP ブロッキング) クリックしてこの機能が有効になっ
ていることを確認します。さらに、動的な IP アドレスを検出する逆引き DNS チェッ
クも有効に設定できます。詳細については、「PureMessage Manager レファレンス」
の「MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする」をご覧ください。
また、比較的影響力は小さいながら、ポリシーで IP ブロッキングを使用することは
パフォーマンスに重要な影響を与えます。このオプションを使用するには、「IP
Blocker service」(IP ブロッカサービス) が実行されていることが必要です。Manager
の「Policy」(ポリシー) タブで、テストを「Message is from blocked IP」(ブロック
された IP からのメッセージ) に設定し、アクションが「Stop processing」(処理を停
止) であることを確認するようにして主要ルールを追加します。
■

■

■

隔離データベースオプション: PureMessage では PostgreSQL および CDB (共通デー
タベース) の 2つのオプションがあります。PostgreSQL はデフォルトでインストール
されており、集中隔離管理およびPureMessageレポートが必要になる複数のサーバー
への導入に対して必要となります。CDB データストアはレポートを必要としない単一
サーバーシステムで使用可能な Flat-File データベースです。デフォルトデータベース
の PostgreSQL から CDB への切り替えについては、FAQ (よくある質問) の「隔離イン
デックス化データベースの変更方法は ?」をご覧ください。
PostgreSQL とカーネルのチューニング:メッセージ量およびサーバー設定によって
は、PostgreSQL サーバーのカーネルをチューニングする必要があります。詳細につ
いては、ソフォスのサポートデータベースの「PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4
をチューニングする (PureMessage 5 以降)」および PostgreSQL の文書をご覧くださ
い。
その他の推奨事項:
— PureMessage の 5.2.1 より前のバージョンを元々インストールしていた場合、「ス
タートアップガイド」の「単一サーバーのアップグレード」または「複数サーバー
のアップグレード」ページの終わりで説明されているように、End User Web
Interface (EUWI) を /opt/pmx/etc/enduser/enduser_ui.conf ファイルを直
接的に編集する方法で使用していることを確認します。
— 可能であれば、MTA レベル (最大のパフォーマンス改善) またはポリシー (最大では
ないが、パフォーマンスの改善効果あり) でアドレス認証を実行します。
— 組織のポリシーで許容されるならば、スパム確率が 90% 以上または 99% のみでも
該当する値のスパムを破棄するようにします。
— ソフォスのサポートデータベースに含まれているチューニングガイドで推奨されて
いるように PostgreSQL の設定を行っていることを確認します。
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— sendmail を使用していてスパイクの読み込みに問題がある場合、Postfix への切り
替えを検討します。
— サイズの大きなリストおよびマップは、CDB ベースであることを確認します。
— ログがローテーション設定になっていることを確認します。
関連概念
メモリおよび CPU の要件（34ページ）
隔離インデックスデータベースを変更する（413ページ）
スパム対策ルールについて（398ページ）
関連情報
PureMessage 5.x 用に PostgreSQL をチューニングする
pmx.conf
DNS サーバーソフトウェア
用語リンク
DNSBL（532ページ）
1.2.3.1 ローカルキャッシュ DNS サーバーを設定する
スパム検出フィルタが DNS ルックアップを実行するように設定されている場合 (推奨)、
PureMessage のパフォーマンスは DNS サーバーのパフォーマンスに大きく影響を受け
ます。最適なパフォーマンスを得るためには、ローカルのキャッシュ用 DNS サーバーを
インストールします (詳細については、http://www.dns.net/dnsrd/servers/ を
ご覧ください)。
デフォルトでは、スパム検出フィルタは優先順位に関係なく resolv.conf 内のすべて
の nameserver に対して DNS ベースのチェックを適用します。これらのチェックにロー
カルのキャッシュ用 nameserver のみを使用するように PureMessage を設定するには、
<plugin> 内の pmx/etc/spam.d/net.conf へ下記のエントリを追加し pmx-milter
を再起動します。
dns_servers = 127.0.0.1

これにより、PureMessage は最速の DNS サーバーを排他的に使用できるようになり、
システムおよび MTA は冗長化のために優先順位の指定された nameserver のリストを使
用します。
関連情報
DNS サーバーソフトウェア
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1.3

PureMessage for UNIX をインストールする

このドキュメントでは、PureMessage のインストール、設定、および実装方法について
説明します。最初に、このガイドの「導入計画」セクションをご覧になることをお勧め
ます。このセクションでは、単一サーバーおよび複数サーバーの設定例について説明
し、PureMessage の段階的な導入も提案します。PureMessage の概要および基本操作
説明については、「クイックリファレンスガイド」をご覧ください。
重要 :
インストールはすべて root ユーザーで実行してください。
デジタル署名インストール
PureMessage では、正規のインストール、アップグレード、およびすべての関連ソフト
ウェアとデータアップデートを確認するために証明書の認証を行っています。ソフォス
からのダウンロードには、PureMessage の認証アプリケーションに埋め込まれたパブ
リックキーと一致するプライベートキーが署名されます。このことは、信頼されたソー
スからダウンロードしているかのように何者かがソフォスの Web サイトになりすます行
為を防止します。データまたはソフトウェアのアップデートが中断された場合、アップ
デートは部分的には適用されません。このことでダウンロードの有効性および完全性が
保証されます。
また、ダウンロードで認証が失敗した場合に電子メールで通知するように PureMessage
を設定することもできます。これは、スケジュールされたジョブに対して電子メール通
知を有効にして設定します (詳細については、scheduler.conf の man ページをご覧
ください)。
関連概念
導入計画（8ページ）
クイックリファレンスガイド（83ページ）
関連タスク
インストールスクリプトを認証する（50ページ）
関連情報
scheduler.conf

1.3.1 前提条件
PureMessage をインストールする前に、以下のセクションで説明される要件を満たして
いることを確認してください。サポートされているオペレーティングシステムおよび
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MTA (Mail Transfer Agent) に加えて、特定の標準システムユーティリティ、充分なハー
ドディスクスペース、および多数の特定のポートへのアクセスなどを含む、その他のさ
まざまな要件が PureMessage には必要です。
1.3.1.1 サポートされているプラットフォーム
PureMessage では、以下にリスト表示されているプラットフォームをサポートしていま
す。現在サポートされているプラットフォームのバージョンのリストについては、以下
のソフォスの「製品サポート終了一覧」の Web ページをご覧ください。
http://www.sophos.co.jp/support/lifecycle/puremessage.html
注:
PureMessage は、VMware ESX (Linux 用) または Solaris 10 Containers (Solaris 用) を
使用した仮想オペレーティングシステム上でも実行できます。仮想化ソフトウェアが、
オペレーティングシステムとそのバージョンをサポートしている必要があります。
■

Linux [32ビット版および 64ビット版]
— インストールされているオペレーティングシステムが最新のアップデートに更新さ
れていることを確認してください。
— PureMessage は、ディストリビューションの一部としてベンダーから提供される
元のカーネルにのみ対応しています。
— PureMessage を 64ビット版の OS にインストールする場合、32ビット版に対応し
たライブラリ (ia32-libs) がインストールされていることを確認してください。
ソフォスのサポートデータべースの文章「PureMessage を 64ビット版の OS にイン
ストールする」をご覧ください。

■

FreeBSD [32ビット版 (i386) および 64ビット版]
— すべてのバージョンで、libiconv がインストールされている必要があります。
— FreeBSD には以下をインストールする必要があります。
— compat4x
— compat5x
— compat6x (バージョン 7.3 のみ)
— lib32 (64ビットバージョンのみ)
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ソフォスのサポートデータべースの文章「PureMessage を 64ビット版の OS にイン
ストールする」をご覧ください。
■

Solaris
— オープンファイル数制限:一回の処理でのシステムファイル記述子の最大数のソフ
トリミットが 1024 以上となっていることを確認してください (ulimit -n で現在
の設定がレポートされます)。変更するには、/etc/system ファイルに以下の 2行
を追加します。
set rlim_fd_cur = 1024 set
rlim_fd_max = 4096

— すべてのバージョンで、libiconv がインストールされている必要があります。
カーネルパラメータの設定の詳細については、ソフォス サポートデータベースの
「PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage 5 以降)」
をご覧ください。
重要 :
ロケール設定が英語 (en_US.utf8) に設定されていない場合、PureMessage は対応 OS
上でも正常に動作しないことがあります。
関連情報
PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage 5 以降)
PureMessage を 64ビット版の OS にインストールする
Red Hat glibc パッケージ
ソフォスソフトウェアの「製品サポート終了一覧」ページ
1.3.1.2 サポートされている MTA
PureMessage は、以下の MTA のいずれか 1つと共に使用します。
■

■

「Postfix」:PureMessage には、Postfix バージョン 2.5 がフルインストールの一部と
して含まれています。このバージョンをPureMessageのインストーラからインストー
ルするか、既存の Postfix インストールを PureMessage と連動するように設定できま
す。
「Sendmail」:PureMessage には sendmail バージョン 8.14 が含まれており、
PureMessage のインストーラからインストールできます。PureMessage sendmail は
PureMessage をインストールした同じサーバーにインストールするか、別のサーバ
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にインストールすることもできます。また、PureMessage を既存の sendmail または
Sendmail Switch と連動するように設定することも可能です。以下のバージョンに対
応しています。
— Sendmail Switch v2.6 以降
— sendmail v8.11.0 以降
詳細については、PureMessage 内の「既存の sendmail、Postfix、または Java System
Messaging Server (JSMS) インストールのいずれをどのような場合に使用すべきか ?」
をご覧ください。
■

JSMS (Java System Messaging Server):JSMS のいずれのバージョンも製品には付属
していませんが、PureMessage を JSMS バージョン 5.2 および 6.0 との連動できるよ
うにする JSMS コネクタが PureMessage には含まれています。コネクタは Solaris シ
ステム上でインストールする必要があります。JSMS バージョン 5.2 およびバージョ
ン 6 が SPARC の対応バージョン上で実行されている必要があります (ソフォスの「製
品サポート終了一覧」の Web ページをご覧ください)。JSMS は、PureMessage をイ
ンストールする前にインストールされている必要があります。設定オプションについ
ては、pmxchannel.conf の man ページをご覧ください。
PureMessage では Java Systems Messaging Server (JSMS) バージョン 7.0 および 6.3
もサポートされています (Milter サポートを含むようにパッチされている場合)。これ
らの JSMS バージョンのどちらかを PureMessage と共に使用する場合、JSMS が
PureMessage の Milter と直接通信するように設定する必要があります。詳細について
は、ソフォス Web サイトのサポートデータベースにある「Configuring PureMessage
for Java Systems Messaging Server (JSMS)」をご覧ください。
重要 :
JSMS 6.3 または 7.0 の設定オプションを使用している場合、インストール時に MTA
(Mail Transfer Agent) のロールを割り当てないでください。

詳細については、PureMessage 内の「既存の sendmail、Postfix、または Java System
Messaging Server (JSMS) インストールのいずれをどのような場合に使用すべきか ?」を
ご覧ください。
関連情報
どちらの MTA を使用すべきか ?
ソフォスソフトウェアの「製品サポート終了一覧」ページ
pmxchannel.conf
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1.3.1.3 その他の必要条件
PureMessage をインストールする前に、以下のさまざまな要件を満たしている必要があ
ります。
PostgreSQL
PureMessage に含まれている PostgreSQL データベースを使用して隔離メタデータをイ
ンデックス化している場合、場合によってはインストール後に手動でシステムを調整す
る必要があります。詳細については、ソフォス サポートデータベースの「PureMessage
for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage 5 以降)」および PostgreSQL
の文書をご覧ください。
メール容量が大きく、エンドユーザー数が多い環境に対して PureMessage を導入する
場合は、この PostgreSQL コンポーネントを高速 SCSI ディスク配列 (RAID 5 以外) で別
サーバーにインストールすることをお勧めします。
ディスク容量
PureMessage のインストールには、約 500ＭＢ のディスク容量が必要です。また、
PureMessage 動作中に作成される隔離ディレクトリおよびログファイルに必要な容量
は、処理や隔離されるメール量によって異なるため正確に予測することはできません。
ただし、ログおよび隔離のディレクトリは、PureMessage をインストールしたパーティ
ションとは別のパーティションへ保存できます。PureMessage では、NFS (Network File
System) 経由でのサーバー間でのファイル共有をサポートしていません。
ローカルメーラー
PureMessage にはローカルメーラープログラム (Procmail (Linux) または /bin/mail
Solaris) など) が必要です。ローカルメーラー (MTA がローカルメール配信を処理するた
めに使用するプログラム) は、ほとんどの UNIX ディストリビューションに含まれていま
す。OS がローカルメーラーを提供しない場合に備え、Sendmail には独自のローカルメー
ラー 「mail.local」 が付属しています。
PureMessage Manager 用対応ブラウザ
PureMessage Manager Web インターフェース、EUWI (End User Web Interface) および
Groups Web Interface は Internet Explorer バージョン 6 および 7、Mozilla Firefox バー
ジョン 1.5 および 2.0 をサポートしています。JavaScript および Cookie が有効に設定さ
れている必要があります。
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root ユーザーに対する 0022 での umask 設定
PureMessage では、root ユーザーが 0022 で umask 設定されていることを前提として
います。PureMessage サーバーでの umask が、 より制限の厳しい値 (0077 など) に設
定されている場合、インストールとアップグレードは失敗します。組織で umask 設定
を 0022 以外に設定する必要がある場合、PureMessage のインストールと今後のすべて
のアップグレードを行う際には、0022 に切り替える必要があります。
関連概念
メモリおよび CPU の要件（34ページ）
関連情報
PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage 5 以降)
1.3.1.4 ユーティリティ
PureMessage インストールでは、多数の標準システムユーティリティを使用する必要が
あります。これらの標準システムユーティリティは、ほとんどの UNIX ディストリビュー
ションに含まれています。これらのユーティリティがインストールされているかを確認
するには、which utility_name をコマンドラインに入力します。下記のユーティリ
ティが必要です。
■

■

■

awk:PureMessage の Groups Web Interface で使用可能なログ検索機能を使用する必
要がある場合に、このパターン照合プログラムが必要になります。(mkfifo もご覧く
ださい。)
csh:ファイル glob パターンを拡張するために、Perl は C シェルバイナリにアクセス
する必要があります。(PureMessage ユーザーのデフォルトのシェルは bash などの
Bourne 対応のシェルである必要があります。)通常、csh はサポートされているすべ
てのプラットフォームにおいてデフォルトで使用可能になっています。ただし、csh
インストールをオプションとするシステムもあるため、csh が含まれていない可能性
もあります。csh の代替ユーティリティに tcsh があります。tcsh は
http://www.tcsh.org/Home からソース形式で入手可能です。csh の代わりに tcsh
をインストールする場合、csh を tcsh にシンボリックリンクで対応させる必要があ
ることにご注意ください。
m4:sendmail および Postfix の設定ファイルを再構築するには、m4 マクロプロセッ
サが必要です。これは、メーラーのスタートアップスクリプト内で使用されます。
PureMessage のその他の部分で m4 が使用されることはありません。プラットフォー
ムがデフォルトで m4 を提供しない場合、ソースから GNU ｍ4 を構築できます。GNU
m4 は、http://directory.fsf.org/GNU/gnum4.html から入手可能です。
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■

■

■

■

make:サポートされているシステムでは、ほとんどの場合、デフォルトで make ユー
ティリティが提供されています。システムに make ユーティリティがない場合、ソー
スから GNU make を構築できます。GNU make は、
http://directory.fsf.org/GNU/make.html から入手可能です。
mkfifo:名前付きパイプの特別なファイルを作成するのに使用される UNIX のプログラ
ムです。PureMessage の Groups Web Interface で使用可能なログ検索機能を使用す
るには、このユーティリティがインストールされていることが前提条件になります。
(awk もご覧ください。)
random、urandom:PureMessage では、/dev/random および /dev/urandom デバ
イスが必要です。Solaris にはこれらのデバイスがない可能性があります。これらを追
加するには、http://sunsolve.sun.com の「27606: Differing /dev/random support
requirements within Solaris [TM] Operating Environments」をご覧ください。
useradd、userdel、groupadd、groupdel: useraddおよび関連プログラムは、多く
のサポートされたシステムでデフォルトで使用可能です。FreeBSD 上では、pw プロ
グラムが使用されます。
NIS ベースのユーザーとして PureMessage をインストールする場合、PATH に対応す
るユーザーおよびグループ操作ユーティリティがあるかどうかを確認します。

■

uudecode または perl:uudecode はすべてのサポートされているプラットフォームで
使用可能です。このプログラムは 「bootstrapping」のための初期のインストーラス
クリプトによって使用されます。uudecode がない場合、Perl （バージョン 4 以降）
が使用されます。どちらも使用できない場合、GNU sharutils パッケージを
http://directory.fsf.org/sharutils.html からインストールできます。

関連情報
tcsh
GNU M4 - Macro processor
make
sharutils
1.3.1.5 ポート使用
PureMessage は多くの独立したコンポーネント (Milter インターフェース、Manager、
EUWI、PostgreSQL データベース など) を含み、外部コンポーネント (Postfix または
sendmail MTA など) と連動します。これらのコンポーネントをすべて 1台の同じサーバー
上に配置するか、複数のサーバーに分散させることができます。いずれの場合も、コン
ポーネントはさまざまな TCP ポートで相互に通信する機能を持っている必要がありま
す。
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Postfix

Postfix は、デフォルトではポート 25 で
SMTP 受信し、ポート 10025 および 10026
で content_filter メカニズムを使用して
PureMessage と通信するように設定され
ています。

sendmail

sendmail は、デフォルトでは ポート 25
で SMTP 受信し、TCP ポート 3366 で Milter
プロトコルを使用して PureMessage と通
信するように設定されています。

JSMS (Java System Messaging Server)

JSMS は、デフォルトでは ポート 25 で
SMTP 受信し、ポート 3366 で
PureMessage と通信するように設定され
ています。JSMS 5.2 または 6.0 を使用し
ている場合、pmxchannel.conf の man
ページをご覧ください。JSMS 6.3 または
7.0 を使用している場合、ソフォス Web サ
イトのサポートデータベースの
「Configuring PureMessage for Java
Systems Messaging Server (JSMS)」をご
覧ください。

PureMessage Manager

JSMS 6.3 または 7.0 を使用している場合、
ソフォス Web サイトのサポートデータベー
ス Manager インターフェースを使用する
PureMessage システムの日常の管理は、
PureMessage サーバー上のポート 18080
(変更可能) への TCP 接続を使用して行わ
れます。このポートは管理者のワークス
テーションと PureMessage サーバー間で
開かれる必要があります。

SSH または Telnet

多くの管理者が、PureMessage サーバー
へ ssh (ポート 22) または telnet (ポート
23) でアクセスする必要のあるコマンドラ
インから PureMessage で作業する選択を
しています。
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DNS および DNSBL チェック

スパムヒューリスティック分析の一部とし
て、さまざまなネットワークチェックを実
行するように PureMessage を設定できま
す。これらのチェックには DNS、DNSBL
(DNS ブロックリスト)、および SXL ルック
アップ (ポート 53 UDP および TCP) が含ま
れます。

アップデート

PureMessage アップデートはポート 80 で
HTTP 経由で実行されます。(アップデート
は必要に応じてローカル tarball から実行
されます。)

セントラルサーバー管理

PureMessage のセントラルサーバー管理
(サーバーグループ) 機能では、ポート
18080 で UDP クエリを介してネットワー
ク上の サーバーが識別されます。
PureMessage サーバー間の同期は、ポー
ト 18080 で実行されます。隔離メッセー
ジの統合は、ポート 22 を使用して実行さ
れます。

EUWI (End User Web Interface)

デフォルトでは、ポート 28443 で EUWI
インターフェースが実行されるように設定
されています。ユーザーは自分のワークス
テーションからサーバーにあるこのポート
へアクセスできる必要があります。

Groups Web Interface

デフォルトでは、ポート 28443 で Groups
Web Interface が実行されるように設定さ
れています。グループ管理者は自分のワー
クステーションからサーバーにあるこの
ポートにアクセスできる必要があります。

PostgreSQL

デフォルトでは、PostgreSQL はポート
5432 で受信するように設定されています。
PureMessage が別のサーバーで実行され
ている場合、このポート上の PostgreSQL
ホストにアクセスする必要があります。
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用語
ヒューリスティック（535ページ）
1.3.1.6 メモリおよび CPU の要件
以下の推奨事項では、1時間に約 120,000通のメッセージを処理するメールサーバーを
想定しています。
非常に大量のメールを処理するには、PureMessage サーバーの CPU (Central Processing
Unit) の値を増やし、異なるフィルターを別々の PureMessage サーバーで実行すること
によって非常に高い拡張性を得ることができます。
最低条件
この設定はテストの目的、または電子メール量の非常に少ないサイトに適しています。
■

CPU (Solaris):Sparc 2 x 1GHz 以上 UltraSPARC III または同等のプロセッサ

■

CPU (Linux、FreeBSD):1 x 2GHz Intel Pentium 4 または同等のプロセッサ

■

メモリ:2GB RAM

■

ネットワーク:100 Mb

■

■

DNS:サーバー 1台 (PureMessage と同じネットワークサーバーに設置)、および最低 1
台の同一環境設定のバックアップサーバー (管理業務によるメール配信の遅延をさけ
る目的)
OS:「サポートされているプラットフォーム」セクションで説明されているサポート
されているオペレーティングシステム

推奨条件
■

CPU:2 x 3GHz Intel Xeon 以上

■

メモリ:4GB RAM (Postfix 使用)、4GB RAM (Sendmail 使用)

■

ネットワーク:100MB 以上

■

ディスク:Ultra Wide SCSI/Ultra ATA100 RAID0 以上

■

■

DNS:サーバー 2台 - PureMessage と同一サブネット上に接続、MX レコードの優先度
同じ、検索時間 10-50ms 程度 (これに加え、2台以上の同一環境設定のバックアップ
サーバー)
OS:上記に記載される最低条件に加え OS における SMP (対称型マルチプロセッサ) 完
全対応、拡張性の高い pthreads インプリメンテーション (カーネルスレッドまたは軽
量プロセスで実装)
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プロセスへの制限設定またはカーネルのパラメータは、pmx プロセスが少なくとも以下
のリソースにアクセスできるよう調整する必要があります。
■

使用可能なファイル記述子数: 1024 (または >= 10x concurrency_limit)

■

アクセス可能最大ファイル数: 1024 (または >= 10x concurrency_limit)

■

プロセスごとのスレッド数: 256 (または >= 1.5x concurrency_limit)

■

プロセスのスタックセグメント最大サイズ: 16MB

■

プロセスのデータセグメントサイズ: 無制限

■

プロセスが使用可能なメモリサイズ: 無制限

上記で説明された設定の多くは、ulimit コマンドを使用して調整できます。一部の設
定については、カーネルパラメータを調整する必要があります。また、一部のシステム
ではカーネルのリコンパイルが必要になることもあります。
関連概念
サポートされているプラットフォーム（26ページ）

1.3.2 PureMessage ディストリビューションを入手する
PureMessage は、PureMessage ダウンロードサーバー、CD-ROM、または tarball の 3
種類の方法で配布されています。これらのメディアの概要を以下に説明します。インス
トールまたはアップグレードの手順については、「PureMessage のインストール」また
は「PureMessage にアップグレードする」をご覧ください。
関連概念
PureMessage インストール（40ページ）
PureMessage for UNIX にアップグレードする（76ページ）
1.3.2.1 PureMessage ダウンロードサーバー
PureMessage ダウンロードサーバーからインストールする場合、PureMessage インス
トールが実行されるホストに対して、ポート 80 でのダウンロード用の HTTP アクセス
を許可する必要があります。
プロキシサーバーを使用してインターネットへアクセスする場合、HTTP_proxy 環境変
数を設定していることを確認します。HTTP_proxy は、
http://proxyhost.example.com:PORT の形式の値に設定するか、ユーザー名およびパ
スワードが必要なプロキシサーバーの場合は、
http://username:password@proxyhost.example.com:PORT の形式の値に設定する必
要があります。
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1.3.2.2 CD-ROM ディストリビューション
PureMessage のディストリビューションは、CD-ROM でも提供されています。ディスク
のルートの下に各プラットフォームのディレクトリがあります。各プラットフォーム用
のディレクトリに、PureMessage のフルディストリビューションが含まれています。
ディスクのルートディレクトリには、インストール時に最も一般的に使用される、ド
キュメントファイルのテキストバージョンが含まれています。ドキュメントの HTML で
の完全バージョンは、html ディレクトリに保存されています。
注:
PureMessage の最新バージョンが含まれていない CD-ROM からインストールする場
合、インストール後にすぐにパッケージをアップデートして、最新のスパム検出およ
びウイルス検出定義の使用を確認することをお勧めします。詳細については、
PureMessage の「PureMessage Manager レファレンス」の「Support」(サポート) タ
ブのセクションの「使用可能なアップデート」をご覧ください。
関連概念
使用可能なアップデートを確認する（278ページ）
1.3.2.3 Tarball ディストリビューション
PureMessagetarball は、PureMessage ダウンロードサーバー (pmx.sophos.com) の
tarball ディレクトリにあります。Tarball をダウンロードするには、wget などのファ
イル転送ユーティリティを使用します。PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」)
としてログインし、一時ディレクトリから tarball を解凍します。
Tarball のダウンロードおよび解凍を実行する
1. 以下のシステムの一時ディレクトリを表示します。
cd /tmp

注:
すべての PureMessage ユーザーに読み取りおよび実行権限が与えられているディ
レクトリ (/tmp など) に tarball を解凍するか、tarball ファイルを解凍した後にその
ディレクトリの読み取りおよび実行権限をすべてのユーザーに与えるように変更し
ます。
2. OS に適合するバージョンを以下のソフォスの Web サイトから取得します。
wget pmx.sophos.com/tarball/pmxrepo-version-platform.tar
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3. このファイルの所有者のユーザーおよびグループに pmx が設定されていることを確
認します。
4. 以下のようにして tarball のコンテンツを解凍します。
tar -xvf pmxrepo-version-platform.tar

5. PureMessage をインストールしている場合、メールで送信されてきたインストール
スクリプトを、tarball を解凍したディレクトリにコピーします (上記の例の場
合、/tmp)。PureMessage をアップグレードする場合、「Tarball ディストリビュー
ションから PureMessage をアップグレードする」での手順に従ってください。
上記の手順に従って tarball が解凍された場合、「PureMessage for UNIX をインストー
ルする」または「Tarball ディストリビューションから PureMessage をアップグレード
する」を参照して PureMessage のインストールまたはアップグレードを完了してくだ
さい。
重要 :
インストールまたはアップグレード中に、PureMessageを再設定して、ソフォスの正
しいリポジトリからアップデートおよびアップグレードを今後取得できるようにしま
す。
1. tarball のインストールまたはアップグレードが完了した場合、インストーラのメ
インメニューに戻ります。
2. 「Upgrade PureMessage Components」(PureMessage コンポーネントのアップ
グレード) を選択し、「Change Repository」(リポジトリの変更) を選択します。
3. 「Change Repository」(リポジトリの変更) のテキストボックスで、以下を入力し
ます。
http://pmx.sophos.com/v5/<Platform>/

4. 「OK」を選択し、 Enter キーを押します。
5. 「Return to the main menu」(メインメニューへ戻る) を選択し、「Exit the
installer」(インストーラを終了) を選択します。
関連概念
PureMessage インストール（40ページ）
PureMessage for UNIX にアップグレードする（76ページ）
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Tarball ディストリビューションから PureMessage をアップグレードする
単一サーバー上で Tarball のアップグレードを行うには、以下の手順を実行します。複数
の PureMessage サーバーをアップグレードするには、 「PureMessage for UNIX にアッ
プグレードする」の「複数サーバーのアップグレード」もご覧ください。
注:
インストールスクリプトはすべて root ユーザーで実行してください。
1. 以下の PureMessage アップグレードコマンドを実行します。
pmx-setup

pmx-setup の最新バージョンへのアップグレードが要求された場合、 n を入力し
た後、 Enter キーを押して最新バージョンを取得します。
2. メインメニューで「Upgrade PureMessage Components」(PureMessage コンポー
ネントのアップグレード) オプションを選択し、 Enter キーを押します。
3. 「Change Repository」(リポジトリの変更) を選択して、 Enter キーを押します。
4. 「Change Repository」(リポジトリの変更) のテキストボックスで、既存のエントリ
を解凍されたアップグレードファイルで置き換えます。たとえば、ファイルを /tmp
ディレクトリに解凍している場合、以下を入力します。
file:/tmp/pmxrepo

「OK」を選択して、 Enter キーを押します。
5. 「Return to the main menu」(メインメニューに戻る) を選択して、 Enter キーを押
します。
6. 「Exit the installer」(インストーラを終了) を選択します。
7. pmx-setup を再度実行します。pmx-setup の新しいバージョンの取得が要求され
た場合、 Enter キーを押して新しいバージョンを取得します。
注:
PureMessage では正規のソフトウェアおよびデータアップデートを確認するため
に証明書の認証を行っています。最大限に警戒が必要な場合、アップグレードスク
リプト自体を検証できます。詳細については、「PureMessage のアップグレード
プログラムを認証する」をご覧ください。
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8. 「Upgrade components」(コンポーネントのアップグレード) を選択して、 Enter
キーを押します。
9. インストールを続行する前に、PureMessageを停止するように要求されます。「Yes」
(はい) を選択し、 Enter キーを押します。
PureMessage コンポーネントのアップデートには、数分かかる場合があります。す
べてのパッケージが正常にアップグレードされた場合、 Enter キーを押します。
10. 「Return to the main menu」(メインメニューに戻る) を選択して、 Enter キーを押
します。
11. 「Exit the installer」(インストーラを終了) を選択して、 Enter キーを押します。
重要 :
インストールまたはアップグレード中に、PureMessageを再設定して、ソフォスの正
しいリポジトリからアップデートおよびアップグレードを今後取得できるようにしま
す。
1. tarball のアップグレードが完了した場合、インストーラのメインメニューに戻り
ます。
2. 「Upgrade PureMessage Components」(PureMessage コンポーネントのアップ
グレード) を選択し、「Change Repository」(リポジトリの変更) を選択します。
3. 「Change Repository」(リポジトリの変更) のテキストボックスで、以下を入力し
ます。
http://pmx.sophos.com/v5/<Platform>/

4. 「OK」を選択し、 Enter キーを押します。
5. 「Return to the main menu」(メインメニューへ戻る) を選択し、「Exit the
installer」(インストーラを終了) を選択します。
関連概念
PureMessage for UNIX にアップグレードする（76ページ）
関連タスク
PureMessage のアップグレードプログラムを認証する（80ページ）
複数サーバーのアップグレード（79ページ）
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1.3.3 PureMessage インストール
PureMessage インストーラを使用して PureMessage をさまざまな設定でインストール・
導入します。「Full Install」(フルインストール) オプションでは、PureMessage を単一
のサーバーにインストールします。「Custom Install」(カスタムインストール) オプショ
ンでは、ネットワーク内でサーバーロールを何台にでも柔軟に割り当てることができま
す。
インストーラを起動させる前に、PureMessage の「前提条件」のセクションをご覧くだ
さい。
注:
PureMessageインストーラは、さまざまな端末アプリケーションおよび環境変数で動
作しますが、Sophos では xterm および putty を使用したテストとサポートに加え、
xterm または vt100 の $PMX_TERM 環境変数を使用するコンソールをテストしサポート
しています。インストーラが正しく表示されない場合は、前述の動作検証済みコンソー
ルのいずれかを使用してください。
PureMessage にはインストール処理を効率化するためのメニューベースのインストーラ
が含まれています。このインストーラはコンソールウィンドウで起動します。ウィンド
ウは 2つに分割されています。左側にインストールオプションを表示し、右側にはヘル
プテキストを表示します。下記のキーボードコマンドを使ってインストーラを操作しま
す。
■

Tab キー: オプション間のカーソル移動

■

左右矢印キー: インストーラの左右の領域の切り替え

■

上下矢印キー: インストーラの右領域内のテキストのスクロール (右領域が有効な場合)

■

スペースバー: ハイライトされたオプションまたはチェックボックスの選択

■

Enterキー: 選択されたオプションまたはチェックボックスの承認
重要 :
Sophos インストーラを起動した後では、PureMessage インストーラコンソールのウィ
ンドウサイズを変更しないことを強く推奨します。コンソールウィンドウのサイズを
変更するとインストーラが異常終了することがあります。インストールを実行する前
に、Postfix または sendmail の既存のバージョン含む、ポート 25 を使用する処理をす
べて終了します。PureMessage を既存の MTA (mail transfer agent) または PureMessage
に含まれている sendmail/Postfix のバージョンのいずれと連動するように設定してい
ても、インストール完了後に指定していた MTA を起動する必要があります。
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関連概念
前提条件（25ページ）
1.3.3.1 フルインストール
「Full Install」(フルインストール) オプションは、単一のサーバーへすべての
PureMessage システムをインストールします。フルインストールは下記で構成されま
す。
■

CSM (Centralized Server Manager)

■

Database Server

■

EUWI (End User Web Interface) Server/Groups Web Interface

■

Mail Filter

■

PureMessage Postfix

PureMessage を 1つまたは複数のサーバーにインストールするには、「カスタムインス
トール」のセクションをご覧ください。
下記の手順に従って「Full Install」(フルインストール) を実行します。
1. ディストリビューションを入手する。詳細については、「PureMessage for UNIX を
インストールする」の「PureMessage のディストリビューションを入手する」をご
覧ください。
2. インストーラを起動する。コマンドラインで以下を入力します。
sh puremessage-<VersionNumber>-<Platform>.sh

上記のコマンドおよびその他のインストールコマンドでは、該当するバージョン番
号および OS を入力します。
注:
PureMessage では正規のソフトウェアおよびデータアップデートを確認するため
に証明書の認証を行っています。最大限に警戒が必要な場合、インストールスクリ
プト自体を検証できます。詳細については、「インストールスクリプトを認証す
る」をご覧ください。
3. 「Welcome to PureMessage.Proceed with installation?」(PureMessage へようこ
そ。インストールを続行しますか？)PureMessage インストールを続行するには 「
y 」(yes) を押してから Enter キーを押します。
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4. PureMessage インストールのためのディレクトリを入力する。PureMessage および
関連サポートファイルをインストールするディレクトリを指定します。ディレクト
リには最低 500MB の空き容量が必要です。PureMessage 隔離エリアに保存される
ログファイルおよびメッセージのために追加スペースが必要です。プロンプト画面
で保存先を入力し、 Enter キーを押します。デフォルト設定で保存先は /opt/pmx/
です。 Enter キーを押してデフォルトのインストール先を選択します。
重要 :
PureMessage のインストールディレクトリの /opt/pmx/ の下にあるすべてのディ
レクトリは移動しないでください。postfix、postgres などのディレクトリに
は、PureMessage のアップデートに必要なバイナリファイルおよびライブラリが
含まれます。これらのディレクトリを移動したり、シンボリックリンクを設定した
場合、アップグレードが失敗する原因になる可能性があります。
5. Sophos エンドユーザー使用許諾契約書に同意する。 Page Up および Page Down
キーを使用してユーザー使用許諾契約書を参照します。コンソールウィンドウのサ
イズを変更しないようご注意ください。 Tab キーを押して、「I accept the licensing
terms」(使用許諾契約の条項に同意します) ボックスにカーソルを移動します。「 y
」(yes) を押して、ライセンス条件を承諾します。 Tab キーを押して「OK」を選択
し、 Enter キーを押します。
6. 「Full Install 」(フルインストール) オプションを選択する。 Tab キーを押して「Full
Install」(フルインストール) を選択し、 Enter キーを押します。インストーラの指
示に従って残りのインストール処理を行います。各ステップの終了後、 Tab キーを
押して <Next Question> をハイライト表示し、 Enter キーを押します。処理中にい
つでも前の質問に戻ったり、メインのインストールメニューへ戻ることができます。
現在表示されているインストールオプションに関する情報は、インストーラの右領
域内のドキュメントをご覧ください。
7. MTA を開始する。インストールを完了してインストーラを終了した際には、
PureMessage で使用する MTA (mail transfer agent) を開始する必要があります。イ
ンストール時に Postfix または sendmail を選択している場合、PureMessage Manager
またはコマンドラインから MTA を開始できます。
次の中から選択してください
■

Manager:「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」
(バックグランドサービス) の下で、SMTP サービスの横のチェックボックスを選
択し、「Start」(開始) をクリックします。
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■

コマンドライン:pmx ユーザーとして、pmx-service start smtp を実行しま
す。

既存の MTA で PureMessage を使用する必要がある場合、「スタートアップガイド」
の「インストール後の作業」セクションの「外部 MTA を設定する」をご覧くださ
い。
注:
インストール中に、PureMessage は自動的に PostgreSQL データベースを調整し
てパフォーマンスを向上させます。調整が正常に完了した場合、PureMessage は
確認のメッセージを表示します。ただし、システムの共有メモリの設定によって
は、追加の手動の手順が必要な場合があります。
システム設定が推奨範囲にない場合は、PureMessage は必要な調整を試みます。
アップデートされた設定は、場合によっては postgresql.conf.recommended
という名前のファイルに保存されます。ファイル名を postgresql.conf に変更
して、これらの設定を承認できます。システムが共有メモリに対する最低条件を満
たしていない場合、エラーメッセージが表示されます。詳細については、ソフォス
サポートデータベースの「PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニング
する (PureMessage5 以降)」をご覧ください。

関連概念
カスタムインストール（43ページ）
PureMessage ディストリビューションを入手する（35ページ）
外部 MTA を設定する（65ページ）
関連タスク
インストールスクリプトを認証する（50ページ）
関連情報
PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage 5 以降)
1.3.3.2 カスタムインストール
PureMessage を 2台以上のサーバーにインストールする場合、「Custom Install」(カス
タムインストール) オプションを使用します。このオプションは柔軟性が高く、ネット
ワーク内のサーバーに何台でもサーバ 「ロール」(下記説明) を割り当てることができま
す。
サーバーロール設定はさまざまに組み合わせることができます。選択したロールを、複
数のサーバーへ分散することもできます。たとえば、サーバーを 2台使う設定の場合、
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最初のサーバーに Centralized Server Manager と Database Server ロールを、また、2
台目のサーバーには Mail Filter と Mail Transfer Agent ロールをインストールすることが
できます。その他の設定シナリオについては、「スタートアップガイド」の「導入計
画」のセクションをご覧ください。
選択できるロールは以下です。
CSM (Centralized Server Manager)
Centralized Server Manager ロールでは、PureMessage ネットワークを設定するための
主要インターフェースをインストールします。CSM サーバーを最初のサーバーとして
セットアップする必要があります。このロールは通常、Database Server ロールまたは
Mail Filter ロールと同じサーバーにインストールします。
Database Server
Database Server ロールでは、DBMS ベースの隔離と共に使用する目的と、PureMessage
レポート機能のために、PureMessage データベースをインストールします。Sophos で
は、Database Server ロールと Mail Filter を同一サーバーにはインストールしないことを
お勧めします。複数のサーバーに対する導入を行う場合、確実に PureMessage のリソー
スを適切に同期させるために、Mail Filter ロールをインストールする前に Database
Server ロールをセットアップする必要があります。
EUWI (End User Web Interface) Server/Groups Web Interface Server
EUWI によって、エンドユーザーは隔離メッセージ機能、許可リスト、およびブロック
リストの管理が可能になります。小規模の PureMessagePureMessage インストールの
場合、このロールは Database Server ロールと一緒に実行できますが、大規模なインス
トールの場合、これらのロールを複数のマシンに分散させる必要があります。EUWI ロー
ルと共にインストールされる Groups Web Interface ロールでは、グローバル管理者が管
理責任をグループ/ドメインやロールに基づいて「グループ」管理者に委任するオプショ
ンが与えられます。
Mail Filter
Mail Filter ロールでは、PureMessage Milter をインストールします。このロールは通常、
MTA ロールと組み合わせて使用され、メールにウイルスとスパムがないかどうかを検索
し、フィルタリングします。大規模なインストールの場合、複数のメールフィルタリン
グサーバーが必要になる場合があります。
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MTA (Mail Transfer Agent)
MTA サーバーロールでは、サードパーティの MTA (mail transfer agent) ソフトウェア
（sendmail または Postfix) をインストールします。MTA は SMTP 接続を受信し、
PureMessage Mail Filter を経由してメッセージを送信します。MTA ロールは通常、Mail
Filter ロールのあるサーバーと同じサーバーにインストールします。複数のサーバーに
対する導入の場合、CSM ロールがインストールされているサーバーに MTA ロールも存
在する必要があります。
「Custom Install」(カスタムインストール) を実行中に、MTA に sendmail か Postfix の
どちらかを選択するように要求されます。PureMessage インストーラは PureMessage
ディストリビューションに含まれている PureMessage と sendmail バージョンのみをイ
ンストールします。既存の sendmail、Sendmail Switch、または Postfix インストール
の設定手順については、「スタートアップガイド」の「外部 Sendmail を設定する」ま
たは「外部 Postfix を設定する」をご覧ください。使用するインストールのタイプが不
明な場合は、PureMessage FAQ 内の「どのような場合に既存の sendmail または Postfix
インストールを使用すべきか ?」をご覧ください。
JSMS (Java System Messaging Server) MTA は PureMessage ディストリビューションの
一部ではなく、PureMessage のインストール前にインストールが必要です。JSMS の設
定については、pmxchannel.conf のドキュメントをご覧ください。
注:
インストール中に、PureMessage は自動的に PostgreSQL データベースを調整してパ
フォーマンスを向上させます。調整が正常に完了した場合、PureMessage は確認の
メッセージを表示します。ただし、システムの共有メモリの設定によっては、追加の
手動の手順が必要な場合があります。
システム設定が推奨範囲にない場合は、PureMessageは必要な調整を試みます。アッ
プデートされた設定は、場合によっては postgresql.conf.recommended という名
前のファイルに保存されます。ファイル名をpostgresql.confに変更して、これら
の設定を承認できます。システムが共有メモリに対する最低条件を満たしていない場
合、エラーメッセージが表示されます。詳細については、ソフォス サポートデータ
ベースの「PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage5
以降)」をご覧ください。
関連概念
導入計画（8ページ）
外部 Sendmail を設定する（65ページ）

46 | スタートアップガイド | PureMessage for UNIX

外部 Postfix を設定する（72ページ）
関連情報
どちらの MTA を使用すべきか ?
PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage 5 以降)
pmxchannel.conf
用語
Milter（536ページ）
ロール（539ページ）
カスタムインストールの例:2つのサーバー
「Custom Install」(カスタムインストール) オプションを使用した PureMessage 設定の
例を下記に説明します。その他の例については、「サーバー導入オプション」をご覧く
ださい。
このインストールでは、1台目のサーバーが Centralized Server Manager ロール、
Database Server ロール、および EUWI Server ロールを実行します。2台目のサーバー
は MTA ロールおよび Mail Filter ロールの両方を実行します。
重要 :
■

■

■

カスタムインストールの場合、Centralized Server Manager ロールをまず最初にイ
ンストールして実行し、続いて、Database Server ロールをインストールして実行
する必要があります。追加サーバーへロールをインストールする場合、必ずこの後
に実行する必要があります。
MTA ロールは (この例で説明しているように) メールサーバーとして使用する予定の
セントラルサーバーとエッジサーバーの両方にインストールすることをお勧めしま
す。Centralized Server Manager ロールがインストールされているサーバーとは別
のサーバーに MTA ロールをインストールする場合、セントラルサーバーがメール
サーバーへ管理関連の通知と隔離から取り出されたメッセージを送信できるよう
に、メールサーバーのホスト名およびポート番号を指定する必要があります。カス
タムインスールの手順の一部でホスト名とポート情報を提供するように要求されま
す。
複数のサーバーでも整合性の高いレポートを得るために、ntpd で ntp 同期を使用し
てシステムクロックがすべてのサーバーで同じになるようにします。また、正確な
レポートのためにすべてのサーバーが同じタイムゾーンに設定される必要がありま
す。
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■

配置した各サーバーの PureMessage ユーザーには、同じユーザー名を指定するこ
とをお勧めします。別のユーザー名を使用する場合、手動で DSN 文字列を設定する
必要があります。

この複数サーバー設定をインストールするには、以下の順番で手順を実行します。
■

最初のサーバーを設定するには
1. ディストリビューションを入手する。詳細については、「PureMessage for UNIX
をインストールする」の「PureMessage のディストリビューションを入手する」
をご覧ください。
2. PureMessage インストーラを起動する。コマンドラインで以下を入力します。
sh puremessage-<VersionNumber>-<Platform>.sh

上記のコマンドおよびその他のすべてのインストールコマンドでは、該当するバー
ジョン番号および OS を入力します。
注:
PureMessage では正規のソフトウェアおよびデータアップデートを確認するた
めに証明書の認証を行っています。最大限に警戒が必要な場合、インストール
スクリプト自体を検証できます。詳細については、「PureMessage インストー
ラを認証する」をご覧ください。
3. 「Welcome to PureMessage.Proceed with installation?」(PureMessage へよう
こそ。インストールを続行しますか？)PureMessage インストールを続行するに
は 「 y 」(yes) を押してから Enter キーを押します。
4. PureMessage インストールのためのディレクトリを入力する。PureMessage お
よび関連サポートファイルをインストールするディレクトリを指定します。ディ
レクトリには最低 500MB の空き容量が必要です。PureMessage 隔離エリアに保
存されるログファイルおよびメッセージのために追加スペースが必要です。
プロンプト画面で保存先を入力し、 Enter キーを押します。デフォルト設定で保
存先は /opt/pmx/ です。 Enter キーを押してデフォルトのインストール先を選
択します。
5. Sophos エンドユーザー使用許諾契約書に同意する。 Page Up および Page Down
キーを使用してユーザー使用許諾契約書を参照します。コンソールウィンドウの
サイズを変更しないようご注意ください。 Tab キーを押して、「I accept the
licensing terms」(使用許諾契約の条項に同意します) ボックスにカーソルを移動
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します。「 y 」(yes) を押して、ライセンス条件を承諾します。 Tab キーを押し
て「OK」を選択し、 Enter キーを押します。
6. 「Custom Install」(カスタムインストール) オプションを選択する。「Custom
Install」(カスタムインストール) を選択して、 Enter キーを押します。
7. 1台目のサーバーロールを選択する。1台目のサーバーのロールを以下から選択し
ます。
— Centralized Server Manager
— Database Server
— EUWI (End User Web Interface) Server/Groups Web Interface Server
— MTA (Mail Transfer Agent)
上下矢印キーを使用して、これらのサーバーロールをハイライト表示します。 y
(yes) を押してロールを選択します。 Tab キーを押して、「Install these roles」
(これらのロールをインストール) をハイライト表示して、Enter キーを押します。
8. 一連の質問に答える。コンソールウィンドウに表示される指示に従います。質問
は選択したサーバーロールによって異なります。インストーラの指示に従って残
りのインストール処理を行います。各ステップの終了後、Tab キーを押して <Next
Question> をハイライト表示し、 Enter キーを押します。処理中にいつでも前の
質問に戻ったり、メインのインストールメニューへ戻ることができます。現在表
示されているインストールオプションに関する情報は、インストーラの右領域内
のドキュメントをご覧ください。
9. PureMessage を起動する。pmx start コマンドを実行します。
■

2番目のサーバーを設定するには
1. ディストリビューションを入手する。詳細については、「PureMessage for UNIX
をインストールする」の「PureMessage のディストリビューションを入手する」
をご覧ください。
2. CSM および PostgreSQL サーバーが起動していることを確認する。Centralized
Server Manager ロールと Database Server ロールの両方が 1台目のマシン上で実
行されていない限り、2台目のサーバーでのインストールは成功しません。
3. インストーラを起動する。コマンドラインに以下を入力します。
sh puremessage-XXXX-linux.sh

4. 「Welcome to PureMessage.Proceed with installation?」(PureMessage へよう
こそ。インストールを続行しますか？)PureMessage インストールを続行するに
は 「 y 」(yes) を押してから Enter キーを押します。
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5. PureMessage インストールのためのディレクトリを入力する。PureMessage お
よび関連サポートファイルをインストールするディレクトリを指定します。ディ
レクトリには最低 500MB の空き容量が必要です。PureMessage 隔離エリアに保
存されるログファイルおよびメッセージのために追加スペースが必要です。
プロンプト画面で保存先を入力し、 Enter キーを押します。デフォルト設定で保
存先は /opt/pmx/ です。 Enter キーを押してデフォルトのインストール先を選
択します。
重要 :
PureMessage のインストールディレクトリの /opt/pmx/ の下にあるすべての
ディレクトリは移動しないでください。postfix、postgres などのディレク
トリには、PureMessage のアップデートに必要なバイナリファイルおよびライ
ブラリが含まれます。これらのディレクトリを移動したり、シンボリックリン
クを設定した場合、アップグレードが失敗する原因になる可能性があります。
6. Sophos エンドユーザー使用許諾契約書に同意する。上下の矢印キーを使用して
ユーザー使用許諾契約書を参照します。コンソールウィンドウのサイズを変更し
ないようご注意ください。 Tab キーを押して、「I accept the licensing terms」
(使用許諾契約の条項に同意します) ボックスにカーソルを移動します。「y」(yes)
を押して、ライセンス条件を承諾します。 Tab キーを押して「OK」を選択し、
Enter キーを押します。
7. 「Custom Install」(カスタムインストール) オプションを選択する。 Tab キーを
押して「Custom Install」(カスタムインストール) を選択し、 Enter キーを押し
ます。
8. 2台目のサーバーのロールを選択する。2台目のサーバーのロールを以下から選択
します。
— MTA (Mail Transfer Agent)
— Mail Filter
上下矢印キーを使用して、これらのサーバーロールをハイライト表示します。 y
(yes) を押してロールを選択します。 Tab キーを押して、「Install these roles」
(これらのロールをインストール) をハイライト表示して、Enter キーを押します。
9. 一連の質問に答える。コンソールウィンドウに表示される指示に従います。質問
は選択したサーバーロールによって異なります。
10. MTA を開始する。インストールを完了してインストーラを終了した際には、
PureMessage で使用する MTA (mail transfer agent) を開始する必要があります。
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インストール時に Postfix または sendmail を選択している場合、PureMessage
Manager またはコマンドラインから MTA を開始できます。
— Manager:「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」
(バックグランドサービス) の下で、SMTP サービスの横のチェックボックスを
選択し、「Start」(開始) をクリックします。
— コマンドライン:pmx ユーザーとして、pmx-service start smtp を実行し
ます。
既存の MTA で PureMessage を使用する必要がある場合、「スタートアップガイ
ド」の「インストール後の作業」セクションの「外部 MTA を設定する」をご覧く
ださい。
関連概念
サーバー導入オプション（11ページ）
PureMessage ディストリビューションを入手する（35ページ）
関連タスク
インストールスクリプトを認証する（50ページ）
1.3.3.3 インストールスクリプトを認証する
PureMessage をインストールした場合、証明書の自動認証によって正規の関連ソフト
ウェアとデータアップデートの確認が実行されます。さらに追加の確認として、
PureMessage のインストール前にインストールスクリプトが正規のものであるかを検証
できます。
インストーラを認証するには
1. インストーラを起動する。コマンドラインで以下を入力します。
sh puremessage-XXXX-linux.sh

PureMessage のインストーラプログラム (pmx-setup) はソフォスの Web サイトか
ら取得されます。
2. 認証アプリケーションを抽出する。コマンドラインで以下を入力します。
pmx-setup --check-validator

インストーラは、インストールを続行する前に認証ツールの正規性を検証する選択
をしたことを確認してきます。認証ファイルが抽出されます。
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3. 認証ファイルの sha1sum を取得する。sha1sum ユーティリティは、SHA1 hash の
計算と検証に使用されます。sha1sum がない場合には、OS に対応した適切なバー
ジョンを取得する必要があります。特定のコマンド構文に関しては、sha1sum ド
キュメントをご覧ください。
4. ソフォスのテクニカル サポートにご連絡いただき、取得したチェックサムが適切か
どうかを担当者にご確認ください。詳細については、「ソフォスへのお問い合わせ」
をご覧ください。
5. pmx-setup のコピーが有効であることを検証する。コマンドラインで、下記に示す
ように pmx-validator コマンドを実行します。
<PathToValidator>/pmx-validator <PathToRepository> <PathTo_pmx-setup>

このコマンドに対する正確なファイルの場所は、インストーラに表示されている
pmx-validator、Repository、および pmx-setup のエントリです。
6. インストールを続行する。検証が完了した際には、以下を入力します。
/root/pmx-setup

関連概念
Contacting Sophos（97ページ）

1.3.4 インストール後の作業
このセクションでは、インストールまたはアップデートの直後に通常行われる設定オプ
ションについて説明します。個々のコンポーネントのアップグレード、新しいコンポー
ネントのインストール、設定スナップショットの作成、および PureMessage のアンイ
ンストールに関する説明も含みます。
注:
PureMessage インストールが適切に機能しているかどうかを確認するには、
「PureMessage for UNIX をインストールする」の「PureMessage の動作をテストす
る」のセクションをご覧ください。
関連タスク
PureMessage の動作をテストする（59ページ）
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1.3.4.1 検索が不可能な添付ファイルに対して設定を行う
インストールが完了した後は、設定とチューニングの一環として、検索できない添付
ファイルに対する設定を必ず行います。これを事前に設定していない場合、管理者の目
的通りにウイルス検出動作を行わない可能性があります。詳細については、「管理者レ
ファレンス」の「ポリシー設定」セクションの「検索不可能な添付ファイル」をご覧く
ださい。
関連概念
検索不可能な添付ファイル（406ページ）
1.3.4.2 EUWI のユーザー認証を設定する
PureMessageのインストール中に EUWI (End User Web Interface)/Groups Web Interface
ロールを選択していた場合、EUWI アクセスの認証方法をリセットする必要があります。
以下の方法があります。
メールセッション認証 (デフォルト)
デフォルトではこの認証方法が設定されています。エンドユーザーは最初にアクセスし
た際に、ユーザー名およびメールアドレスの入力を要求されます。ID キーが自動作成さ
れ、パスワードとしてユーザーへメールで送信されます。
Flat-File 認証
このオプションの方法では、Flat-File データベース (特定の形式のテキストファイルで、
暗号化することが可能) を使用してユーザー名およびパスワードを保存します。この方
法では、PureMessage 管理者がユーザー名と初期パスワードをサンプルエンドユーザー
のパスワードファイルに追加して、エンドユーザーにパスワードをメールで知らせる必
要があります。
LDAP 認証
このオプションの方法では、Active Directory、Sun ONE Directory Server 5.2、または
OpenLDAP などの既存の LDAP ディレクトリをエンドユーザー認証用のソースとして使
用できます。
1.3.4.3 EUWI への HTTP/HTTPS アクセスを設定する
デフォルトで、エンドユーザーはポート 28443 の HTTPS 接続で EUWI に接続します。
オプションで、保護されていない EUWI に対しポート 28080 で HTTP アクセスができる
ように PureMessage を設定できます。
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HTTP と HTTPS の両方で EUWI アクセスを許可するには、以下を実行します。
■

コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下のコマンドを実行します。
例
ln -sf /opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl/default.conf
/opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl.conf

■

HTTPS のみをデフォルト設定に戻すには、以下のコマンドを実行します。
例
ln -sf /opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl/http.conf
/opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl.conf

注:
指定した設定は同一サーバー上にある Groups Web Interface にアクセスする際にも使
用されます。
1.3.4.4 ログ検索を設定する
Postfix の MTA (mail transfer agent) と共に PureMessage の最新バージョンをインストー
ルした場合、ログ検索にための基本的な必要な設定項目はすべてデフォルトで有効に
なっています。ログ検索機能は、sendmail または JSMS (Java Systems Messaging
Server) の MTA に対してはサポートされていません。Postfix を使用していて、後から
アップグレードによって最新バージョンを使用するようになった場合、以下の方法で
メッセージログの検索を有効にできます。
1. メッセージの「Subject」(件名) を検索結果に含める必要がある場合、PureMessage
ポリシーを変更して、以下の内容を Sieve コードの最初の行として含めるようにし
ます。
pmx_mark "s" "%%SUBJECT:h_utf8%%";

(設定の正確な詳細については、「管理者レファレンス」の「ポリシー設定」セクショ
ンの「デフォルトの PureMessage ポリシースクリプト」をご覧ください。)ポリシー
の Sieve コードを直接編集するには、/opt/pmx/etc/policy.siv を内容の編集
に対応できるエディタで開きます。
2. ポリシースクリプトを編集し、オプションで「管理者レファレンス」の「管理グルー
プ」セクションの「カスタムのログの検索理由を追加および削除する」に説明され
ているように検索理由のリストをカスタマイズします。ポリシーを編集するとメッ
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セージログに理由を表すマークが追加され、「Reason」(理由) でログを検索できる
ようになります。「カスタムのログの検索理由を追加および削除する」の 2番目の部
分では、 「Log Reasons」(ログの理由) ポリシーリストにカスタムの理由を追加す
る方法が説明されています。
3. PureMessage のメールとログファイルをローテーションさせ、これらの 2つのログ
ファイル内の時間を同期させます。詳細については、「PureMessage ログファイル
をローテーションする」をご覧ください。
4. 「PureMessage Manager レファレンス」の「ログ検索インデックスサービスを管理
する」で説明されているようにログ検索サービスを有効にします。
関連概念
デフォルトの PureMessage のポリシースクリプト（?ページ）
PureMessage ログファイルをローテーションする（54ページ）
ログ検索インデックスサービスを管理する（236ページ）
関連タスク
カスタムのログの検索理由を追加および削除する（315ページ）
1.3.4.5 PureMessage ログファイルをローテーションする
PureMessage ログファイルでディスク容量を過剰に使用しないように、定期的にデータ
を消去する必要があります。PureMessageにはサンプルの設定ファイルlogrotate.conf
が含まれています。このファイルは PureMessage ログファイルの内容の「ローテーショ
ン」(アーカイブ) に関するパラメータの設定に使用できます。
logrotate ユーティリティは Linux の標準コンポーネントの 1つで、他の UNIX OS で使
用できます。
注:
このセクションでは、logrotateの使用について一般的な例を取り上げています。環
境および OS に合わせて、必要に応じてこれらの手順を随時変更します。logrotate
ユーティリティの詳細については、システムのドキュメントをご覧ください。ログロー
テーションは UNIX システムの標準メンテナンスタスクの 1つです。そのため、
PureMessage のサポート範囲に含まれません。
ログローテーションは、/etc/cron.daily にて定期 cron ジョブとして一般的に実行
されます。ただし、PureMessage に合わせて起動間隔を設定したり、ログが一定のサイ
ズに達したら起動するように設定できます。ログローテーション頻度は、システムの処
理するメールの量と保存が必要なログデータの量によって異なります (ログファイルか
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らアーカイブされると、データは PureMessage のあらかじめ定義されているレポート
内にそれ以上保存されません)。
PureMessage のログローテーションのパラメータは /opt/pmx/etc/logrotate.conf
の設定ファイルによって決定され、パラメータは個々の PureMessage ログファイル別
に設定されます。各ログファイルのパラメータは、デフォルトでは
/opt/pmx/etc/logrotate.d ディレクトリに保存され、システムログ (pmx_log) お
よびメッセージログ (message_log) の両方に対する設定ファイルを含んでいます。設
定ファイル (pmx_log など) は、logrotate.conf ファイル内の
include/opt/pmx/etc/logrotate.d ステートメントを経由して (logrotate.conf
の) 設定へインポートされます。
logrotate.d ディレクトリには、以下のログの設定ファイルが含まれます。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

access_log:PureMessage Manager で実行されたすべてのアクション (クリックされ
たコントロール、要求されたページなど) を記録します。ファイルの保存場
所:/opt/pmx/var/log/manager/
activity_log:activity_log: PureMessage Manager に関連するユーザーおよびモジュー
ルの活動内容を記録します。ファイルの保存場所:/opt/pmx/var/log/
autovac_log:メモリ内のデータベーステーブルの状態の管理に使用する pmx-pgautovacプログラムの動作を記録します。ファイルの保存場所:/opt/pmx/var/log/
blocklist_log:MTA レベルのポリシーのブロックが有効な場合、MTA レベルで処理さ
れた各メッセージの IP アドレス、およびその関連アクションを記録します。ファイ
ルの保存場所:/opt/pmx/var/log/
error_log:error_log: PureMessage Manager の操作に関連したすべてのエラーを記録し
ます。ファイルの保存場所:/opt/pmx/var/log/manager/
message_log:PureMessage で処理されたすべてのメッセージを記録します。デフォ
ルトおよびユーザー定義のキーの両方を含みます。このログは、主にレポート用に使
用されます。ファイルの保存場所:/opt/pmx/var/log/
pg.log:デフォルトでは、データベースの異常アクティビティを記録します。追加の
データを記録するように設定することもできます。ファイルの保存場
所:/opt/pmx/postgres/
pmx_log:デバッグ、情報、通知、警告、およびエラーメッセージなど pmx-milter
で生成されるさまざまなメッセージを記録します。ファイルの保存場
所:/opt/pmx/var/log/
scheduler_log:スケジュール設定されているジョブの失敗を記録します。オプション
で、成功/失敗したときの両方のログを出力することもできます。また、ジョブが失
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敗した際の通知を管理者宛てにメール送信することもできます。ファイルの保存場
所:/opt/pmx/var/log/
■

vscan_log:デーモンモードのウイルス検索が有効の場合、ウイルス検索したすべての
メッセージを記録します。ファイルの保存場所:/opt/pmx/var/log/

起動頻度と backlog の設定は logrotate.conf ファイルでグローバルに指定するか、
各ログファイルに対して個別に指定できます。パラメータの詳細については、システム
の logrotate に関するドキュメントをご覧ください。
logrotate をスケジュールされたジョブとして実行する
logrotate ユーティリティは、PureMessage ユーザー (デフォルト設定では、「pmx」)
のスケジュールされたジョブとして実行できます。PureMessage Manager で新規のスケ
ジュールされたジョブを作成します。コマンドに /path/to/logrotate を入力しま
す。説明を追加し、スクロールボックスを使用してログのローテーション頻度を設定し
ます。
別の方法では、コマンドラインから /opt/pmx/etc/scheduler.d に
pmx-logrotate.conf の名前でファイルを作成し、<event logrotate> のセクションを
追加します。下記に例を示します。
<event logrotate>
desc = "Rotate PureMessage Logs"
type = exec
action = '/usr/local/sbin/logrotate /opt/pmx/etc/logrotate.conf'
<when>
s = 0
m = 0
h = 3
</when>
</event>

状態ファイルを指定する
プラットフォームによっては、システムの状態ファイルのデフォルトの場所が、
PureMessage ユーザーが権限を持っているディレクトリに設定されていない場合があり
ます。その場合、logrotate コマンドで (.conf ファイルを指定する前に) 以下の文字
列を挿入して別の状態ファイルを指定します。
-s /opt/pmx/var/log/logrotate.state
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1.3.4.6 PureMessage と PostgreSQL を接続する
以下の手順を実行して、PostgreSQL と PureMessage の適切な連携を設定します。
1. /opt/pmx/postgres/var/data/pg_hba.conf ファイルを編集し、PureMessage
サーバーグループ内ではどのサーバーからも PostgreSQL へ接続できるように許可す
る必要があります。このファイルに以下のように入力します。
host pmx_quarantine pmx 192.168.1.0 255.255.255.0 trust

IP アドレスおよびマスクをネットワークと一致するように変更する必要があります。
サーバーが別のサブネットに存在する場合、各サーバーに個別のエントリを追加で
きます。既に PostgreSQL サービスが稼動している状態で設定が変更された場合、新
しい設定を有効にするためにPureMessageユーザーとしてpmx-database restart
を実行する必要があります。
2. エッジサーバーおよびセントラルサーバー上で、/opt/pmx/etc/pmx.d/pmdb.conf
設定ファイルを編集します。<host> にはセントラルサーバーのホスト名または IP
アドレスを設定します。また、下記の行も追加します。
例
<store pmx_quarantine>
dsn = 'dbi:Pg:dbname=pmx_quarantine;host=<host>;port=5432'
</store>

3. pmx.conf に下記の行が含まれていることを確認します。
!include pmx.d/*.conf
quarantine_type = pmdb
pmx_db = postgres

PureMessage には、デフォルトのパブリケーション (「Centralized-Quarantine」(集中
隔離管理)) が含まれており、メッセージを実際に処理および隔離しているエッジサーバー
へ隔離データベースの設定情報を配信するのに使用できます。パブリケーションの使用
の詳細については、「PureMessage Manager レファレンス」の「パブリケーションを管
理する（271ページ）」をご覧ください。
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1.3.4.7 サーバーグループを設定する
サーバーグループとは、エッジサーバーとセントラルサーバーの集合体です。「RPC
User」(RPC ユーザー) アカウントを使用して、サービスの開始と停止を行い、
PureMessage 設定内のサーバー上のファイルと同期させます。
1. 各エッジサーバー
a) 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「HTTPD (Manager)」(HTTPD (管
理インターフェース)) をクリックします。
b) サイドバーで「RPC User」(RPC ユーザー) をクリックします。
c) RPC ユーザーのためのパスワードを設定し、「Save」(保存) をクリックします。
2. セントラルサーバー
a) 「Server Groups」(サーバーグループ) タブのサイドバー内にある「Find Hosts」
(ホストを検索) をクリックします。
ホストのリストが表示されます。(別の方法では、「Add Host」(ホストの追加)
オプションを使用して、各エッジサーバーを手動で設定できます。)
b) ホストのリストで、エッジサーバー名をクリックします。
このリストは、ステップ 4 で「Find Hosts」(ホストの検索) オプションを選択し
た場合にのみ表示されます。「Add Host」(ホストの追加) を選択した場合は、ホ
スト情報を手動で設定する必要があります。「Add Host」(ホストの追加) ページ
の「About this page」(このページについて) をクリックしてホスト設定のための
ヘルプを表示します。
c) 「User」(ユーザー) フィールドに「rpcuser」と入力します。「Password」(パ
スワード) フィールドに、エッジサーバーで RPC ユーザ用に設定したパスワード
を入力します。
例
たとえば、エッジサーバーが「server1」と呼ばれ、「server1」の RPC ユーザー
のパスワードに「foobar」を使用するように設定した場合、ユーザー名は
「rpcuser」、パスワードには「foobar」を入力します。
d) 各追加サーバーについては、手順 b と c を繰り返します。
関連資料
エッジサーバー（533ページ）
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用語
1.3.4.8 PureMessage の動作をテストする
pmx-test コマンドラインプログラムは、パフォーマンスと全般的な動作のテストを含
む PureMessage の機能を確認するために 6つのテストを 1組にして提供してます。テス
トには、PureMessage メールサーバー接続 (sendmail、Postfix、または JSMS) をテス
トする verify、PureMessage のパフォーマンスをテストする perf、負荷を徐々に高
くしながら PureMessage Milter をテストする load などが含まれます。このコマンドラ
インプログラムで使用可能な構文およびオプションは、pmx-test をご覧ください。
新規インストールの設定をテストするには
1. メッセージフローをテストするには、pmx-test を実行します。
2. pmx-qindex および pmx-qmeta-index を実行します。
3. Manager へログインして隔離ディレクトリを照会し、メッセージが隔離ディレクト
リに存在することを確認します。
4. テストユーザーとして EUWI へログインし、メッセージを取り出します。
5. pmx-qindex および pmx-queue list を実行し、メッセージが取り出しの承認待
ちであることを確認します。
6. pmx-qindex および pmx-queue list を実行し、メッセージが取り出しの承認待
ちであることを確認します。
7. pmx-queue run を実行し、メッセージの配信を確認します。
PureMessage ポリシーをテストする
ポリシーを有効にする前にテストを実行することをお勧めします。コマンドラインで
pmx-test プログラムを使用するか、PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タ
ブにある「Test Current Policy」(現在のポリシーをテスト) のリンクを使用して、テス
トメッセージを PureMessage で送信できます。これら 2つのテスト方法は PureMessage
システムに異なる影響を与えることにご注意ください。異なる影響の詳細については、
「管理者レファレンス」の「ポリシーをテストする」をご覧ください。
関連概念
ポリシーをテストする（393ページ）
関連タスク
現在のポリシーをテストする（151ページ）
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関連情報
pmx-test
1.3.4.9 信頼できるメールリレーを設定する
信頼できるリレーとは、安全が確認されているメールフィルタリングのホストのことで
す。PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブから信頼できるリレー IP アド
レスのリストを設定できます。PureMessage では、このリストを使用して信頼できるリ
レーと信頼できないリレーを識別します。スパムフィルタリングのパフォーマンスを改
善して誤検知を減らすために、信頼できるリレーの IP アドレスのリストを設定すること
を強くお勧めします。
信頼できるリレーの設定の手順については、PureMessage の「PureMessage Manager
レファレンス」の「ポリシー」セクションにある「スパム対策オプションを設定する」
および「管理者レファレンス」の「ポリシー設定」セクションにある「スパム検知を設
定する」をご覧ください。
関連概念
スパム検出を設定する（402ページ）
関連タスク
スパム対策オプションを設定する（177ページ）
用語
誤検知（534ページ）
1.3.4.10 追加コンポーネントをインストールする
「Install Additional Components」(追加コンポーネントのインストール) オプションを
使用して、サーバーに以前はインストールされていなかったコンポーネントを追加しま
す。コマンドラインから PureMessage インストーラを使用して、コンポーネントを追
加できます。
追加コンポーネントをインストールするには
1. コマンドラインにて PureMessage インストーラを起動します。
sh puremessage-XXXX-linux.sh

2. メインメニュー上で Tab キー押して「Install Additional Components」(追加コン
ポーネントのインストール) オプションをハイライト表示して、 Enter キーを押しま
す。
3. 追加ロールを選択する。インストールが必要なコンポーネントロールを選択します。
インストールが必要な各コンポーネントに対して「 y 」を押します。 Tab キーを押
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して、「Install these roles」(これらのロールをインストール) をハイライト表示し
て、 Enter キーを押します。
4. 一連の質問に答える。コンソールウィンドウに表示される指示に従います。質問は
選択したサーバーロールによって異なります。
5. 入力情報を確認する。このメニューで目的の PureMessage インストールの指示が入
力されていることを確認します。 Tab キーを押して、「Proceed with the
installation」(インストールを続行する)、「Change these install options」(これら
のインストールオプションを変更する)、「Return to the main menu」(メインメ
ニューへ戻る)、または「Save the install configuration and exit」(インストール設
定を保存して終了する) のいずれかを選択します。目的のオプションをハイライト表
示して、 Enter キーを押します。
6. サーバーへ追加コンポーネントがインストールされるのを待つ。このメニューは
PureMessageのインストールプロセスの現在のステータスを表示します。インストー
ルには数分かかる場合があります。一方、インストールを中断するには、 Tab キー
を使用して、「Exit the installer」(インストーラを終了する)、「Return to the main
menu」(メインメニューへ戻る)、または「Re-install PureMessage」(PureMessage
を再インストールする) を選択します。目的のオプションをハイライト表示して、
Enter キーを押します。
7. インストールログを確認する。PureMessage インストールが完了すると、ウィンド
ウが表示されます。PureMessageインストールログを確認することをお勧めします。
ログを確認しない場合は、 Enter キーを押して、「OK」を選択します。
8. メインメニュー、インストーラを終了する。 Tab キーを押して、「Exit」(終了) を
ハイライト表示して、 Enter キーを押します。
1.3.4.11 トライアルライセンスからフルライセンスへアップグレードする
トライアルライセンスからフルライセンスへアップグレードする選択を行った場合、フ
ルライセンスのインストールスクリプトへのリンク (license.sh) が含まれたメールを
受け取ります。このライセンスをダウンロードすると、「pmx」ユーザーがアクセスで
きる /opt/pmx/home などのディレクトリで保存および起動が実行されますが、この場
合も root ユーザーによって実行される必要があります。
スクリプトを実行すると、「Upgrade PureMessage License」(PureMessage ライセン
スのアップグレード) というオプションを含むメインメニューが表示されます。下向き
矢印キーを使用して、このオプションをハイライト表示し、 Enter キーを押して実行し
ます。
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ライセンスのアップグレードが正常に実行されたかどうかを確認するには、PureMessage
Manager へログインし、「Support」(サポート) タブをクリックします。「Licensed
Components」(ライセンスのあるコンポーネント) の表の 2番目の列にライセンスの種
類が表示されます。ライセンスアップグレードの操作が正常に実行されている場合、ラ
イセンスの種類は 「Full」(フル) となります。
1.3.4.12 PureMessage コンポーネントをアップグレードする
「Upgrade PureMessage Components」(PureMessage のアップグレード) オプション
を使用して、PureMessage アップデートの確認、アップデートのダウンロード、および
アップデートのインストールを行います。コマンドラインから PureMessage インストー
ラを使用するか、PureMessage Manager から PureMessage コンポーネントをアップグ
レードします。
関連概念
PureMessage をアップグレードする（77ページ）
1.3.4.13 スナップショットで作業する
スナップショットは、現在インストールされている PureMessage コンポーネントとそ
の設定のコピーを作成し、これによって後で新しい変更で問題が発生した際に、変更前
の状態への復元が可能になります。
注:
スナップショットはユーザーのデータについてのバックアップは行いません。
初期のスナップショットは、PureMessage が正常にインストールされた際に自動的に作
成されます。PureMessage を目的に応じて設定した後には、新しいスナップショットを
作成する必要があります。また、設定を変更するごとに新しいスナップショットを作成
することをお勧めします。新しい設定が適切に動作していることを確認し、新しい設定
のスナップショットを作成するまでは、古いスナップショットを削除しないでくださ
い。
コマンドラインから PureMessage インストーラを使用して、スナップショットの作成、
復元、または削除が可能です。また、スナップショットは、PureMessage から常に作
成、復元、および削除が可能です。スナップショットを使用して、問題のない設定状態
のコピーを作成して、新しい設定のテストを行い、 PureMessage の以前のバージョン
へのロールバックを行うことができます。

PureMessage for UNIX | スタートアップガイド | 63

スナップショットを作成する
1. コマンドラインから PureMessage インストーラを起動します。
sh puremessage-XXXX-linux.sh

2. メインメニューで「Create/restore Snapshots」(スナップショットの作成/復元) オ
プションを選択して、 Enter キーを押します。
3. 「Create new snapshot」(新しいスナップショットの作成) オプションを選択し、
Enter キーを押します。
4. オプションで、スナップショットに説明を入力できます。「OK」を選択して、Enter
キーを押します。
スナップショットが作成されるまで、しばらく待ちます。スナップショットが正常
に作成されたことを確認するウインドウが表示されます。
5. 確認のページで、「OK」を選択し、 Enter キーを押します。
スナップショットを復元する
1. コマンドラインから PureMessage インストーラを起動します。
sh puremessage-XXXX-linux.sh

2. メインメニューで「Create/restore Snapshots」(スナップショットの作成/復元) オ
プションを選択して、 Enter キーを押します。
3. 削除するスナップショットを選択し、 Enter キーを押します。
4. 「Restore」(復元) オプションを選択して、 Enter キーを押します。
スナップショットが復元するまで、しばらく待ちます。スナップショットが正常に
復元されたことを確認するウインドウが表示されます。
5. 確認のページで、「OK」を選択し、 Enter キーを押します。
スナップショットを削除する
1. コマンドラインから PureMessage インストーラを起動します。
sh puremessage-XXXX-linux.sh

2. メインメニューで「Create/restore Snapshots」(スナップショットの作成/復元) オ
プションを選択して、 Enter キーを押します。
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3. 削除するスナップショットを選択し、 Enter キーを押します。
4. 「Delete」(削除) オプションを選択し、 Enter キーを押します。
スナップショットが復元するまで、しばらく待ちます。スナップショットが正常に
復元されたことを確認するウインドウが表示されます。
5. 確認のページで、「OK」を選択し、 Enter キーを押します。
1.3.4.14 PureMessage をアンインストールする
PureMessage インストーラを使用して、特定の PureMessage コンポーネントのアンイ
ンストール、または製品すべてのアンインストールを実行できます。
1. コマンドラインにて PureMessage インストーラを起動します。
sh puremessage-XXXX-linux.sh

2. 「Select the components to remove」(削除するコンポーネントを選択する)。この
メニューを使用して、PureMessage Sendmail、PureMessage ユーザー (デフォルト
は pmx)、または/opt/pmxデ ィレクトリを削除します。 Tab キーを押して目的のオ
プションをハイライト表示します。 y (yes) を押してハイライト表示したオプション
を削除するように選択します。 Tab キーを押して別のオプションをハイライト表示
します。「Uninstall these components」(これらのコンポーネントをアンインストー
ル) を選択して、 Enter キーを押します。
3. 「Are you sure?」(削除しますか?) 確認ページ。確認ページで、削除を選択したコン
ポーネントを確認します。リストされたコンポーネントを削除するには、Enter キー
を押します。前のページに戻るには、「No」(いいえ) を選択して、 Enter キーを押
します。
4. 「Are you really sure?」(本当に削除しますか?) 確認ページ。pmx user の削除を選
択した場合、2つ目の確認ページが表示されます。pmx user の削除を選択した場合、
pmx メールスプールおよび pmx ホームディレクトリ (/opt/pmx/home) も削除され
ます。
リストされたコンポーネントを削除するには、 Enter キーを押します。前のページ
に戻るには、「No」(いいえ) を選択して、 Enter キーを押します。
5. アンインストールの確認。選択された PureMessage コンポーネントがシステムから
削除されます。コマンドラインプロンプトが表示されます。
前述のコマンドはダイジェスト状態とグローバル ID マッピングデータの移行を処理
します。pmx-qmeta-index が再インデックス化処理を完了するまで、エンドユー
ザーのアクションの残りの移行を実行しないでください。メール処理ホスト上に実
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行中の pmx-qmeta-index 処理がないことを確認してから、PostgreSQL データベー
スを実行しているマシン 1台につき 1回だけ以下のコマンドを実行します。
$ pmx-update-actions

最後に、以下のコマンドを実行してメッセージを移行します。
$ pmx-qmeta-index

1.3.5 外部 MTA を設定する
PureMessage インストール中、MTA (Mail Transfer Agent) に sendmail も Postfix も選択
しなかった場合、下記の指示に従い、PureMessage が既存の MTA と連動するようにセッ
トアップします。このセクションでは、PureMessage に外部の (付属されていない)
sendmail、Sendmail Switch、および Postfix を設定する方法を説明します。
注:
sendmail および Postfix の外部または他社のバージョンは、PureMessage との統合に
対して品質が保証されていないため、ソフォスでは、このようなカスタム設定に関連
して生じる問題への対応を提供しなくてもよいという権利を保有しており、問題への
解決方法として PureMessage に付属している sendmail および Postfix のインストー
ルをお勧めする可能性があります。
JSMS (Java System Messaging Server) を MTA として使用する必要がある場合、
PureMessage をインストールする前に JSMS をインストールする必要があります。設定
オプションについては、pmxchannel.conf の man ページをご覧ください。
関連情報
pmxchannel.conf
1.3.5.1 外部 Sendmail を設定する
PureMessage では、外部の sendmail または Sendmail Switch のいずれかを使用するよ
うに設定可能です。(「sendmail」はオープンソースのフリーウェアディストリビュー
ションです。「Sendmail Switch」はその商用版です。)手順については、「sendmail を
設定する」または「Sendmail Switch を設定する」をご覧ください。
重要 :
sendmail または Sendmail Switch のどちらの製品を使用していても、PureMessage
の隔離ダイジェスト機能を使用する必要がある場合には、 隔離ダイジェスト用に
sendmail エイリアスを設定する必要があります。
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Sendmail を設定する
(PureMessageに付属して配布される sendmail をインストールするのでなく) sendmail
インストールをソースから設定するには、最初に Milter サポートを使用して sendmail
を構築およびインストールし、その後 sendmail を PureMessage と接続します。
Sendmail を設定するには
1. sendmail のバージョンに適切な方法を使用して Milter サポートを構築します。
Sendmail は Milter サポートと併せて構築されインストールされる必要があります。
sendmail の Milter 機能の詳細については、sendmail ソースディストリビューション
内の libmilter/README をご覧ください。
■

Sendmail 8.12.0 より前のバージョン
バージョンが v8.12.0 より前の sendmail の場合、sendmail ソースの Milter サポー
トはデフォルトで有効設定にはなっていません。sendmail を構築する前に sendmail
ディストリビューションの devtools/Site/site.config.m4 に下記の行を追
加して、Milter サポートを有効にする必要があります。
dnl Milter
APPENDDEF(`conf_sendmail_ENVDEF', `-D_FFR_MILTER=1')
APPENDDEF(`conf_libmilter_ENVDEF', `-D_FFR_MILTER=1')

このファイルが存在しない場合、このファイルを作成してから、上記の行を追加
します。
バージョンが v8.12.0 より前の sendmail に関しては、sendmail.cf の作成に使
用される m4 の設定ファイル (通常、sendmail.mc) の最初の部分に以下の行を
追加する必要があります。sendmail.mc の VERSIONID 行を見つけ、その下に以
下の行を追加します。
define(`_FFR_MILTER',`1')dnl

引用句の始めと終わりに、バッククォート (`) とアポストロフィ (') 記号を使用し
ていることにご注意ください。 追加されたテキストが上記例と完全に一致してい
ることを確認します。
■

バージョン 8.12.0 以降の Sendmail
sendmail v8.12.0 以降の sendmail では、sendmail を構築する前に、sendmail
ディストリビューションの devtools/Site/site.config.m4 ファイルに以下
の行を追加して、Milter サポートを有効にする必要があります。
dnl Milter
APPENDDEF(`conf_sendmail_ENVDEF', `-DMILTER=1')
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引用句の始めと終わりに、バッククォート (`) とアポストロフィ (') 記号を使用し
ていることにご注意ください。 追加されたテキストが上記例と完全に一致してい
ることを確認します。
2. sendmail ソースをコンパイルするには、通常、sendmail ソースディストリビュー
ションのトップディレクトリで以下のコマンドを実行します。
% sh Build -c

3. sendmail バイナリを OS の通常の場所 (一般に/usr/sbin/sendmail および/また
は/usr/lib/sendmail) へコピーし、その後、sendmail/INSTALL に記載されて
いる指示に従って sendmail 設定ファイルを生成します。
4. sendmail と PureMessage を接続する
a) sendmail.mc を変更する
PureMessage Milter は、PureMessage をインストールした場所の etc ディレク
トリの pmx.conf ファイルで定義されています。メール処理に使用する各
PureMessage Milter への sendmail のアクセス方法を設定する必要があります。
システム設定と一致する設定ファイルを sendmail/cf/cf ディレクトリから選
択します。sendmail.cf を作成する前に、sendmail.mc に以下に類似した行
を追加します。
INPUT_MAIL_FILTER(`Policy',
`S=inet:3366@localhost,F=T,T=C:5m;E:8m;R:4m;S:2m')

上記の場合、PureMessage は、sendmail が実行されているホストコンピュータ
上のポート 3366 を使用していることになります。PureMessage が別のホストコ
ンピュータやポート上で実行されている場合は、localhost のホスト名を変更し
ます (S=inet:9999@pmxhostname.foo.com など)。
INPUT_MAIL_FILTER に割り当てられた名前 (上記例の場合、`Policy') は、

sendmail が syslog でメッセージにタグを付ける際に使用されます。名前は、
PureMessage Milter へ割り当てた名前と同じ名前など、任意の説明的なテキスト
を使用できます。Milter パラメータ設定の詳細については、ソフォス サポート
データベースの「PureMessage for UNIX: Milter パラメータを環境設定する」をご
覧ください。
Sendmail は、INPUT_MAIL_FILTER 行で指定されている順番で Milter を呼び出し
ます。
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その後、sendmail は SMTP 接続する際は常に特定のポートとホストでフィルタ
へ接続します。
b) sendmail.cf を再生成する
sendmail.mc ファイルから sendmail.cf ファイルを再生成します。
sendmail.cf ファイルを再生成するには、下記のコマンドを (ファイルへのパ
スを適宜変更して) 実行します。
cd /etc/mail
m4 sendmail_source_dir/cf/m4/cf.m4 /path/to/sendmail.mc >
sendmail.cf

関連情報
PureMessage for UNIX: Milter パラメータを環境設定する
Sendmail Switch を設定する
1. Sendmail Switch の Web 設定プログラムにログインします。
2. 既存の設定がない場合は、「New Configuration」(新規設定) をクリックします。新
しい設定を先に作成してから、次の手順に進みます。「Edit Existing Configuration」
(既存の設定の編集) をクリックします。
3. Sendmail Switch 設定ファイルを読み込みます。設定ファイルは、
sendmail_switch.m4 に類似したファイルになります。
4. ページの下部までスクロールします。サイドバーメニューの「Mail Filtering」(メー
ルフィルタリング) をクリックします。
5. 「Add」(追加) をクリックして新しいフィルタを含めます。
6. 「Filter Name」(フィルタ名) および「Filter Equates」(フィルタの計算式) の 2つの
フィールドがあります。「Filter Name」(フィルタ名) には、「Policy」を入力し
ます。「Filter Equates」(フィルタの計算式) フィールドには
「S=inet:9999@pmxhostname.foo.com,F=T,T=C:5m;E:8m;R:4m;S:2m」を
入力します。Milter パラメータ設定の詳細については、ソフォス サポートデータベー
スの「PureMessage for UNIX: Milter パラメータを環境設定する」をご覧ください。
7. 「Apply」(適用) をクリックします。
8. 変更が適用されたら、「Deploy」(配置) をクリックして、sendmail.cf ファイル
をアップデートします。
9. ページの右下の「Deploy」(配置) をクリックします。
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配置結果を確認する画面が表示されます。
関連情報
PureMessage for UNIX: Milter パラメータを環境設定する
隔離ダイジェスト用 Sendmail エイリアスを設定する
PureMessage の隔離ダイジェスト機能を使用するには、 PureMessage で指定されてい
るアドレスに対応するエイリアスを sendmail エイリアスファイルに追加する必要があ
ります。これは pmx-qdigest.conf 設定ファイルの approve_addr フィールド (また
は、PureMessage Manager の「Users」(ユーザー) タブの「Digest Options」(ダイジェ
ストオプション) ページ) で指定されています。デフォルト設定では、このアドレスは
pmx-auto-approve@mydomain.com です。
1. sendmail エイリアスは、(通常 /etc/mail ディレクトリ内にある)「エイリアス」
ファイルに保存されています。エイリアスファイルに、下記に類似したエントリを
作成します。
pmx-auto-approve:|/opt/pmx/bin/pmx-qdigest-approve

2. エイリアスを追加した後、newaliases プログラムを (必ず root で) 実行し、エイリ
アスのデータベースファイルを再作成します。
IP ブロッキングを設定する (外部 Sendmail バージョン)
PureMessage IP ブロッキングを Postfix の外部バージョンに対して設定できます。IP ブ
ロッキングを有効にするには、sendmail のインストールに m4 ファイルを追加する必要
があります。必須ファイルの sockmap.m4 は、PureMessage に付属の sendmail のバー
ジョンに含まれています。一時的に PureMessage の sendmail をインストールして、
sockmap.m4 ファイルを既存の sendmail のインストールにコピーする必要があります。
以下に説明されている順に手順を実行します。
注:
sendmail の外部または他社のバージョンは、PureMessage との統合に対して品質が
保証されていないため、ソフォスでは、このようなカスタム設定に関連して生じる問
題への対応を提供しなくてもよいという権利を保有しており、問題への解決方法とし
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て PureMessage に付属している sendmail のインストールをお勧めする可能性があり
ます。
1. Sendmail のコンパイルをチェックする:sendmail のバージョンが SOCKETMAP オプ
ションでコンパイルされていることを確認する必要があります。SOCKETMAP が含ま
れていたかどうかを確認するには、root ユーザーとして以下を実行します。
sendmail -d0.1 -bt < /dev/null
SOCKETMAP が含まれていた場合、コンパイルオプションのリスト項目の中に表示さ
れます。ただし、SOCKETMAP がない場合は、sendmail を再コンパイルして SOCKETMAP

のサポートを有効にする必要があります。sendmail を再構築する前に、以下の行を
/devtools/Site/site.config.m4 ファイルに追加します。
APPENDEF('confMAPDEF', '-DSOCKETMAP')

2. PureMessage sendmail をインストールする
a) コマンドラインで、root ユーザーとして以下を実行します。
pmx-setup

PureMessage のインストーラが起動されます。
b) 「Install Additional Components」(追加コンポーネントのインストール) をク
リックして、 Enter キーを押します。
c) 「Select additional roles that should be installed」(インストールが必要な追加
のロールを選択) の下で「Mail Transfer Agent」(MTA) を選択します。
d) 「Install these roles」(これらのロールを選択) を選択して、 Enter キーを押し
ます。
e) 「Sendmail」を選択して、「Next Question」(次の質問) を選択します。sendmail
設定に関するメッセージは無視して、sendmail がインストールされるまで「Next
Question」(次の質問) を選択し続けます。
f) 「Back to main menu」(メインメニューに戻る) を選択します。
g) 「Exit the installer」(インストーラを終了) を選択します。
3. m4 ファイルを既存の sendmail インストールにコピーする
a) インストールした PureMessage の sendmail のバージョンから
/opt/pmx/sendmail/cf/feature/sockmap.m4 を既存の sendmail インス
トール内の対応するディレクトリにコピーします。
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b) $PREFIX/sendmail/etc/mail/sendmail.mc に以下の行を追加します。
FEATURE(`sockmap',`inet:4466@localhost',,)

PureMessage が別のホストで実行されている場合、PureMessage がインストー
ルされているマシンのホスト名で localhost を置き換えます。このホスト名は、
IP Blocker サービスが実行されているサーバーの
/opt/etc/pmx.d/blocklist.conf で指定されているホスト名と一致してい
る必要があります。
4. PureMessage sendmail をアンインストールする
a) 「Uninstall PureMessage Components」(PureMessage コンポーネントをアン
インストール) を選択します。
b) 「PureMessage Sendmail」を選択して、「Uninstall these components」(これ
らのコンポーネントをアンインストール) を選択します。
c) PureMessage の停止を指示するメッセージが表示された場合、「Yes」(はい) を
選択します。
d) 「Yes」(はい) をクリックして削除を確認します。削除が完了した場合、「OK」
を選択します。
e) インストーラを終了します。
5. pmx-config --validate-cache を実行して設定キャッシュをアップデートしま
す。
6. pmx-blocker start を実行して PureMessage IP Blocker サービスを起動します。
7. 以下のコマンドを実行して sendmail を再コンパイルします。
m4 sendmail.mc > /etc/sendmail.cf

8. sendmail を再起動します。
9. コマンドラインで「pmx」ユーザーとして、pmx start を実行して PureMessage
を再起動します。
注:
デフォルトでは、sendmail が PureMessage の「IP Blocker」(IP ブロッカー) サービス
と通信できない場合、メッセージは通過してしまいます。この動作を変更して一時的
な失敗 (tempfail) にするには、sockmap.m4 ファイルのコメントを確認します。
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1.3.5.2 外部 Postfix を設定する
Postfix は、PureMessage の「Full Instal」(フルインストール) を実行中にインストール
される MTA (Mail Transfer Agent) です。また、PureMessage を既存の Postfix バージョ
ンと連動するように設定することも可能です。
PureMessage は、コンテンツフィルタリングが有効なあらゆるバージョンの Postfix と
連動しますが、古いバージョンの Postfix にはセキュリティ上の問題があります。バー
ジョン 2.1.5 以降の使用をお勧めします。
Postfix のコンテンツフィルタリングのメカニズムでは、メッセージを SMTP を経由して
PureMessage (正確には pmx-milter プログラム) へ渡します。その後、PureMessage
は、メッセージを修正したり、Postfix へ戻したり、メッセージの隔離、または
PureMessage ポリシーに基づいたその他のアクションを実行できます。Postfix に付属
の FILTER_README ドキュメントには、モデルの概要が記載されています。
Postfix を取得する
Postfix のソースディストリビューションは http://www.postfix.org から入手可能です。
Postfix は、さまざまな Linux および UNIX のパッケージ形式でも入手可能です。Linux
ディストリビューションには Postfix を含んでいるものもあります。パッケージは
http://www.postfix.org/packages.html からも入手可能です。
Postfix を取得するには
1. 最新の公式リリースバージョンをダウンロードし、都合の良いディレクトリへと保
存します。
ソースから Postfix をコンパイルし、インストールする方法は、ソース tarball ファ
イルにある INSTALL ファイルに記載されています。
2. また、Postfix を機能させるための専用の「postfix」と「postdrop」ユーザーアカウ
ントを作成します。これらのアカウントにはログインによるアクセスは必要ありま
せん。
関連情報
Postfix ホームページ
Postfix を設定する
インストール後、main.cf を編集して myorigin、mydestination、および ynetworks
に適切な値を設定する必要があります。これらの設定は main.cf ファイルに記述され
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ています。設定を完了した後、postfix start を実行して Postfix を起動し、メール
をシステム経由で送受信できることを確認します。
以下の図 (Postfix ドキュメントから改編) は、PureMessage を使用してメールをフィル
タリングする際に必要なセットアップ内容を示しています。

図に示されたメッセージフローを作成するには
1. コンテンツフィルタのポートを設定する。postfix/etc/main.cfで、PureMessage
が使用するポートを content_filter に設定します。デフォルト設定は以下です。
content_filter=pmx:127.0.0.1:10025

2. Postfix 以外のソフトウェアへのインターフェースを設定する。
postfix/etc/master.cf に以下を追加します。
pmx

unix

-

-

n

-

10

smtp

localhost:10026 inet n n
10
smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o myhostname=localhost
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
smtp 行は、まだフィルタリングされていないメッセージの送信に使用するインター

フェースを定義します。
smtpd セクションは、すでにフィルタリングされたメッセージを受信するポートを

定義します。
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3. Postfix を再起動する。postfix stop および postfix start コマンド、または
postfix reload コマンドを実行して、新しい設定を有効にします。
メールで隔離メッセージを取り出せるように Postfix を設定する
隔離ダイジェストメールにリストされたメッセージをユーザーがメールで取り出せるよ
うにするには
1. 編集用に postfix/main.cf を開きます。
2. 以下の行を設定します。
recipient_delimiter=+

これが設定されていない場合、Postfix は
「pmx-auto-approve+ffd3b6c7fa2c684f8d6fb1481d7e1297」のような実際には通常存
在しないユーザー名を探します。
隔離ダイジェスト用 Postfix エイリアスを設定する
PureMessage 隔離ダイジェスト機能を使用するには、エイリアスファイルに
pmx-qdigest.conf 設定ファイルの approve_addr フィールド (または、PureMessage
Manager の「Quarantine」(隔離) タブの「Digest Options」(ダイジェストオプション)
ページ) に指定されているアドレスに一致したエイリアスを追加する必要があります。
デフォルトでは、このアドレスは pmx-auto-approve@mydomain.com です。
Postfix エイリアスは、(通常、postfix/etc/ ディレクトリにある)「エイリアス」ファ
イルに保存されています。
隔離ダイジェスト用 Postfix エイリアスを設定するには
1. エイリアスファイルに、下記に類似したエントリを作成します。
pmx-auto-approve:|/opt/pmx/bin/pmx-qdigest-approve

2. newaliases プログラムを (必ず root で) 実行し、エイリアスのデータベースファイ
ルを再生成します。
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IP ブロッキングを設定する (外部 Postfix バージョン)
PureMessage IP ブロッキングを Postfix の外部バージョンに対して設定できます。
注:
sendmail および Postfix の外部または他社のバージョンは、PureMessage との統合に
対して品質が保証されていないため、ソフォスでは、このようなカスタム設定に関連
して生じる問題への対応を提供しなくてもよいという権利を保有しており、問題への
解決方法として PureMessage に付属している sendmail および Postfix のインストー
ルをお勧めする可能性があります。
1. root ユーザーとして <InstallDirectory>/postfix/etc/main.cf に以下の行を追加しま
す。
smtpd_client_restrictions=check_policy_service inet:localhost:4466

PureMessage が別のホストで実行されている場合、PureMessage がインストールさ
れているマシンのホスト名で localhost を置き換えます。このホスト名は、IP Blocker
サービスが実行されているサーバーの /opt/pmx/etc/pmx.d/blocklist.conf
で指定されているホスト名と一致している必要があります。
2. コマンドラインで PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) として
pmx-blocker start を実行します。
3. root ユーザーで Postfix を再起動します。
「IP Blocker」(IP ブロッカー) サービスが使用できない場合、PureMessage に付属して
いる Postfix のバージョンではメッセージを通過させるか、配信の一時的な失敗 (tempfail)
のいずれかにする設定が可能ですが、外部の Postfix の場合は配信の一時的な失敗にす
る設定のみが可能です。

1.3.6 MTA レベルの IP ブロッキング
MTA レベルの IP ブロッキングでは、SophosLabs がブロックリストにリストした IP ア
ドレスから送信されてきたメッセージを拒否します。このオプションを有効にすると、
送信者の IP フィルタリングのテストなどのポリシーでのより複雑なテストを実行する前
にスパムをブロッキングできるため、パフォーマンスを改善できます。
PureMessage Sendmail または PureMessage Postfix を使用するインストールに関して
は、MTA レベルの IP ブロッキングは PureMessage Manager を使用して自動で設定され
ます。他の sendmail および Postfix ディストリビューションの使用はサポートされてい
ません。
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関連タスク
MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする（261ページ）
関連資料
SophosLabs（540ページ）

1.4

PureMessage for UNIX にアップグレードする

このドキュメントでは、PureMessage の以前のバージョンから最新バージョンにアップ
グレードする方法を説明します。PureMessage 製品のアップデートのさまざまな種類の
詳細については、「PureMessage バージョンおよびプラットフォームに関するサポート
ポリシー」をご覧ください。
デジタル署名アップデート
PureMessage では、正規のインストール、アップグレード、およびすべての関連ソフト
ウェアとデータアップデートを確認するために証明書の認証を行っています。ソフォス
からのダウンロードには、PureMessage の認証アプリケーションに埋め込まれたパブ
リックキーと一致するプライベートキーが署名されます。このことは、信頼されたソー
スからダウンロードしているかのように何者かがソフォスの Web サイトになりすます行
為を防止します。データまたはソフトウェアのアップデートが中断された場合、アップ
デートは部分的には適用されません。このことでダウンロードの有効性および完全性が
保証されます。
また、ダウンロードで認証が失敗した場合に電子メールで通知するように PureMessage
を設定することもできます。これは、スケジュールされたジョブに対して電子メール通
知を有効にして設定します (詳細については、scheduler.conf の man ページをご覧
ください)。
関連タスク
PureMessage のアップグレードプログラムを認証する（80ページ）
関連情報
PureMessage Versions and Platforms Support Policy
scheduler.conf
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1.4.1 PureMessage をアップグレードする
重要 :
アップグレードはすべて root ユーザーで実行してください。PureMessage のサポート
されているバージョンからのみ PureMessage の最新バージョン にアップグレードで
きます。現在サポートされているバージョンの詳細については、「PureMessageバー
ジョンおよびプラットフォームに関するサポートポリシー」をご覧ください。
PureMessage にはアップグレード処理を効率化するためのメニューベースのインストー
ラが含まれています。このインストーラはコンソールウィンドウで起動します。ウィン
ドウは 2つに分割されています。左側にインストールまたはアップグレードオプション
を表示し、右側にはヘルプテキストを表示します。下記のキーボードコマンドを使って
インストーラを操作します。
■

Tab キー: オプション間のカーソル移動

■

左右矢印キー: インストーラの左右の領域の切り替え

■

上下矢印キー: インストーラの右領域内のテキストのスクロール (右領域が有効な場合)

■

スペースバー: ハイライトされたオプションまたはチェックボックスの選択

■

Enterキー: 選択されたオプションまたはチェックボックスの承認
重要 :
Sophosインストーラを起動した後では、インストーラコンソールのウィンドウサイズ
を変更しないことを強く推奨します。コンソールウィンドウのサイズを変更するとイ
ンストーラが異常終了することがあります。

「Upgrade PureMessage Components」(PureMessage のアップグレード) オプション
を PureMessage インストーラで使用して、PureMessage アップデートの確認、アップ
デートのダウンロード、およびアップデートのインストールを行います。
注:
インストール中に、PureMessage は自動的に PostgreSQL データベースを調整してパ
フォーマンスを向上させます。調整が正常に完了した場合、PureMessage は確認の
メッセージを表示します。失敗した場合は、システムの共有メモリの設定が原因であ
ることがあります。この場合、加えられた変更は元に戻され、適切なシステム設定を
含む postgresql.conf.recommended ファイルが作成されます。詳細については、
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ソフォス サポートデータベースの「PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチュー
ニングする (PureMessage5 以降)」をご覧ください。
関連情報
PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニングする (PureMessage 5 以降)
PureMessage バージョンおよびプラットフォームに関するサポートポリシー
1.4.1.1 単一サーバーのアップグレード
重要 :
アップグレードはすべて root ユーザーで実行してください。
単一サーバー設定で PureMessage の最新バージョンにアップグレードするには、以下
の手順を実行します。
1. /opt/pmx/bin にある PureMessage のインストールスクリプトを実行します。
pmx-setup

pmx-setup の最新バージョンへのアップグレードが要求された場合、 Enter キーを
押して最新バージョンを取得します。
重要 :
アップデートを正しく続行させるためにpmx-setupの最新バージョンを受け入れ
る必要があります。
注:
PureMessage では正規のソフトウェアおよびデータアップデートを確認するため
に証明書の認証を行っています。最大限に警戒が必要な場合、アップグレードスク
リプト自体を検証できます。詳細については、「PureMessage のアップグレード
プログラムを認証する」をご覧ください。
2. メインメニューで「Upgrade PureMessage Components」(PureMessage コンポー
ネントのアップグレード) オプションを選択し、 Enter キーを押します。
3. 「Check for updates」(アップデートをチェック) を選択して、 Enter キーを押しま
す。インストーラによって新しいアップデートが照会されます。
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4. アップデートが見つかった場合、「Upgrade components」(コンポーネントのアッ
プグレード) を選択して、 Enter キーを押します。
5. インストールを続行する前に、PureMessageを停止するように要求されます。「Yes」
(はい) を選択し、 Enter キーを押します。
PureMessage コンポーネントのアップデートには、数分かかる場合があります。す
べてのパッケージが正常にアップグレードされた場合、 Enter キーを押します。
6. 「Return to the main menu」(メインメニューに戻る) を選択して、 Enter キーを押
します。
7. 「Exit the installer」(インストーラを終了) を選択して、 Enter キーを押します。
重要 :
PureMessage のインストールディレクトリの /opt/pmx/ の下にあるすべてのディレ
クトリは移動しないでください。postfix、postgres などのディレクトリには、
PureMessage のアップデートに必要なバイナリファイルおよびライブラリが含まれま
す。これらのディレクトリを移動したり、シンボリックリンクを設定した場合、アッ
プグレードが失敗する原因になる可能性があります。
関連タスク
PureMessage のアップグレードプログラムを認証する（80ページ）
1.4.1.2 複数サーバーのアップグレード
重要 :
アップグレードはすべて root ユーザーで実行してください。
複数のサーバーで PureMessage を実行している場合、各サーバーで単一サーバーのアッ
プグレード手順（78ページ）を実行する必要があります。PureMessage サーバーロー
ルのアップグレードを (以下に示す) 正しい順で必ず実行する必要があります。
1. Database Server ロール
2. CSM (Centralized Server Manager) ロール (Database および CSM のロールは、同一
のサーバーにインストールされている場合、同時にアップグレードできます)。
3. MTA (Mail Transfer Agent) ロールおよび Mail Filter ロール
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4. EUWI （End User Web Interface）Server ロール
重要 :
PureMessage のインストールディレクトリの /opt/pmx/ の下にあるすべてのディレ
クトリは移動しないでください。postfix、postgres などのディレクトリには、
PureMessage のアップデートに必要なバイナリファイルおよびライブラリが含まれま
す。これらのディレクトリを移動したり、シンボリックリンクを設定した場合、アッ
プグレードが失敗する原因になる可能性があります。
関連タスク
単一サーバーのアップグレード（78ページ）

1.4.2 PureMessage のアップグレードプログラムを認証する
以前のバージョンから PureMessage をアップグレードした場合、証明書の自動認証に
よって正規の関連ソフトウェアとデータアップデートの確認が実行されます。さらに追
加の確認として、アップグレードする前にアップグレードプログラム、pmx-setup が
正式な最新バージョンであるかを検証できます。
pmx-setup を認証するには
1. pmx-setup を実行する。コマンドラインで以下を入力します。
pmx-setup

pmx-setup プログラムが使用可能な新規バージョンがあることを検出し、アップ
デートの実行が要求されます。
重要 :
pmx-setup の新しいバージョンを取得する必要があり、これを実行しない場合、
証明書の認証が正常に機能しません。
2. 認証アプリケーションを抽出する。pmx-setup がアップデートされた後、インス
トーラが再度表示されます。PureMessage インストーラを終了し、コマンドライン
に以下を入力します。
pmx-setup --check-validator

インストーラは、アップグレードを続行する前に認証ツールの正規性を検証する選
択をしたことを確認してきます。認証ファイルが抽出されます。
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3. 認証ファイルの sha1sum を取得する。sha1sum ユーティリティは、SHA1 hash の
計算と検証に使用されます。sha1sum がない場合には、OS に対応した適切なバー
ジョンを取得する必要があります。特定のコマンド構文に関しては、sha1sum ド
キュメントをご覧ください。
4. ソフォスのサポートにご連絡いただき、取得したチェックサムが適切かどうかを担
当者にご確認ください。詳細については、「ソフォスへのお問い合わせ」をご覧く
ださい。
5. pmx-setup のコピーが有効であることを検証する。コマンドラインで、下記に示す
ように pmx-validator コマンドを実行します。
<PathToValidator>/pmx-validator <PathToRepository> <PathTo_pmx-setup>

このコマンドに対する正確なファイルの場所は、インストーラに表示されている
pmx-validator、Repository、および pmx-setup のエントリです。
6. アップグレードを続行する。検証が完了した際には、以下を入力します。
pmx-setup

関連概念
Contacting Sophos（97ページ）

1.4.3 PostgreSQL 8 以降にアップデートする
バージョン 5.5 以降、PureMessage には、PostgreSQL の機能強化されたバージョンが
含まれています。PureMessage の以前のバージョンから PureMessage 5.5 以降にアップ
グレードする場合、PostgreSQL の新規バージョンがインストールに追加されますが、
デフォルトでは無効になっています。
PureMessage を PostgreSQL 8 以降と共に使用し始めるには、pmx-pg-migrate を使
用して最初に PostgreSQL の旧バージョンから新規バージョンへデータを転送する必要
があります。
移行手順に従いながら、(root ユーザーとして) pmx-pg-switch を実行して、
PureMessage が PostgreSQL の新規バージョンを使用するように設定します。
移行を開始する前に、PureMessage を停止して PureMessage データベースサーバーが
(ソフォス サポートデータベースの「PureMessage for UNIX: PostgreSQL 7.4 をチューニ
ングする (PureMessage 5 以降)」で説明されているように) 最低限の共有メモリの割り
当てを持っているかどうかを確認します。

82 | スタートアップガイド | PureMessage for UNIX

また、移行を実行する前にデータのバックアップを作成するために十分なディスク容量
があることを確認します。データは移行時に作成される一時ディレクトリ (デフォルト
では、/opt/pmx/home/) に保存されます。データベースのサイズによって、移行にか
かる時間は異なります。
PostgreSQL 7.4 から 8 以降にアップグレードするには
1. pmx ユーザーとして pmx stop を実行します。
2. pmx ユーザーとして pmx-pg-migrate を実行します。
大きなデータベースの場合、このコマンドの実行には非常に長い時間がかかります。
3. root ユーザーに切り替え、pmx-pg-switch を実行します。
4. pmx ユーザーに再度切り替え、pmx-database restart を実行します。
5. すべてのデータが正常に移行され、新しいデータベースが正常に機能していること
が確認できた場合、/opt/pmx/postgres-7.x に移動している古いデータを安全に
削除できます。
注:
PostgreSQL 8 の pg_xlog は、PostgreSQL 7.4 の pg_xlog への下位互換性はありま
せん。PostgreSQL 8 の pg_xlog への symlink があり、PostgreSQL 7.4 へロールバッ
クを選択している場合、pg_xlog をリセットする必要があります。
PostgreSQL 7.4 へのロールバック時にトランザクションログをリセットするには以下
を実行します。
$ rm /disk2/pg_xlog/* #既存の PostgreSQL 8 トランザクションログを削除します
$ /opt/pmx/postgres-7.4.8/bin/pg_resetxlog -f
7.4 と互換性を持たせます

#pg_xlog を PostgreSQL

関連情報
pmx-pg-migrate
pmx-pg-switch
PureMessage for UNIX: PostgreSQL をチューニングする (PureMessage 5 以降)
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1.5

クイックリファレンスガイド

概要
PureMessage はネットワークのゲートウェイでメールメッセージを分析するメールフィ
ルタリングプログラムです。PureMessage は、メールに「spam」(迷惑メール) を示す
特徴が含まれていないかを確認し、Sophos Anti-Virus と連動してウイルスがないかどう
かについてメッセージを検索します。さらに、メールが組織の通信ポリシーに準拠して
いるかどうかも確認します。
PureMessage では、主に 3つの手順でメールを処理します。(設定によっては機能が異な
ることがあります。)
1. メールサーバーがメッセージを PureMessage に渡す。メールサーバー (sendmail、
Postfix、JSMS) は、メールを PureMessage の Milter サービス経由で PureMessage
にメールを渡します。
2. PureMessage がメッセージにポリシーフィルターを適用する。ポリシースクリプト
には、ウイルス、スパム、またはその他のメッセージの特徴が含まれていないかど
うかを確認するテストが含まれています。テストには、テストの戻り値が true となっ
た場合のメッセージの処理方法を決定するアクションも含まれます。使用可能なア
クションは以下です。
■

■

「Delivery」(配信):「Delivery」(配信)アクションによって、メッセージを元の受
信者への配信、メッセージの他の受信者への転送、または受信者の追加および削
除のいずれかを設定できます。ポリシースクリプトを設定して、件名変更、また
はメッセージヘッダの追加など、元のメッセージを変更できます。
「Quarantine」(隔離):特定の条件が満たされた場合 (スパム検出ルールの適合数が
一定数まで達したなど) に、そのメッセージを隔離するようポリシースクリプトを
設定できます。隔離されたメッセージは隔離ディレクトリへコピーされます。オ
プションで、そのメッセージが隔離されたことを隔離ダイジェストメールで本来
の受信者に通知できます。

3. 隔離メッセージが管理される。エンドユーザーは、隔離ダイジェストメールに返信
するか、EUWI (End User Web Interface) を経由して、必要なメッセージを取り出す
ことができます。その他のメッセージは、スケジュールされたジョブとしての実行
をインストール時にデフォルトで設定されている pmx-qexpire プログラムによっ
て、自動的にアーカイブされるか、隔離ディレクトリから削除されます。
このドキュメントでは、PureMessage の概要を説明します。PureMessage の主要コン
ポーネントのインストールを紹介し、これらのコンポーネントがどのように動作して
ネットワークをスパムから保護しているのかを解説します。PureMessage のインストー
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ルの詳細については、「PureMessage for UNIX をインストールする」をご覧ください。
操作手順および設定手順の詳細については、「PureMessage Manager レファレンス」お
よび「管理者レファレンス」をご覧ください。
関連概念
PureMessage for UNIX をインストールする（25ページ）
用語
EUWI （End User Web Interface）（533ページ）
Milter（536ページ）
ポリシー（537ページ）

1.5.1 PureMessage を開始および停止する
「PureMessage for UNIX をインストールする」に記載されているように PureMessage
をインストールしてメールサーバーとの接続を設定すると、PureMessage サービスは
pmx プログラムを使用して開始されます。PureMessageユーザー (デフォルトでは
「pmx」) としてpmxプログラムを実行する必要があります。インストール時に「pmx」
ユーザーのパスワードが設定されます。
■

PureMessage サービスを開始するには
a) 「pmx」ユーザーとして、コマンドラインに以下を入力します。
pmx start

■

PureMessage サービスを停止するには
a) 「pmx」ユーザーとして、コマンドラインに以下を入力します。
pmx stop

その他のコマンドラインオプションについては、「管理者レファレンス」をご覧くださ
い。
関連概念
PureMessage for UNIX をインストールする（25ページ）
関連情報
pmx - PureMessage 制御プログラム
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1.5.2 PureMessage およびメールサーバー
PureMessage ディストリビューションには、Postfix と sendmail SMTP メールサーバー
の両方が含まれています。詳細については、「PureMessage for UNIX をインストールす
る」をご覧ください。また、PureMessage は既存の Postfix、sendmail、Sendmail
Switch、および JSMS と統合が可能です。
Postfix
PureMessage は Postfix メールサーバーと連動するように設定できます。Postfix のディ
ストリビューションは PureMessage に含まれており、PureMessage の 「Full Installation」
(フルインストール) 中にデフォルトでインストールされる MTA です。また、既存の
Postfix と連動するように PureMessage を設定することも可能です。PureMessage 自体
を SMTP プロキシとして使用して、PureMessage のポリシーエンジンと PureMessage
が通信を実行します。詳細については、「PureMessage for UNIX をインストールする」
の「外部 Postfix を設定する」をご覧ください。
Sendmail
PureMessage は、オープンソースバージョンの sendmail または商用バージョンの
Sendmail Swtich のいずれかと連動して動作します。sendmail ディストリビューション
は PureMessage に含まれています。また、PureMessage を既存の sendmail または
Sendmail Switch と連動するように設定することも可能です。PureMessage は「Milter
(Policy)」(Milter (ポリシー)) サービスを介して sendmail と通信します。PureMessage
ディストリビューションに付属している sendmail のインストール、または PureMessage
を既存の sendmail または Sendmail Switch と連動させる設定については、「PureMessage
for UNIX をインストールする」をご覧ください。
PureMessage に付属のディストリビューションを使用する場合、「管理者レファレン
ス」の「関連アプリケーションのドキュメンテーション」セクションから sendmail ド
キュメントが入手可能です。付属のディストリビューションを使用しない場合、sendmail
または Sendmail Switch に付属のドキュメントをご覧ください。
JSMS (Java System Messaging Server)
PureMessage は、JSMS MTA と連動するように設定できます。JSMS は PureMessage
に付属しておらず、PureMessage のインストール前にインストールされている必要があ
ります。PureMessage は JSMS のバージョン 5.2、6、6.3、および 7 に対応しています。
JSMS は Solaris 上でのみサポートされています。
関連概念
PureMessage for UNIX をインストールする（25ページ）
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外部 Postfix を設定する（72ページ）
PureMessage サービス（86ページ）
関連アプリケーションのドキュメンテーション（7ページ）

1.5.3 PureMessage サービス
PureMessage は一連のサービスを提供します。PureMessage を起動すると、「HTTPD
(Manager)」(HTTPD (管理インターフェース)) および「Milter (Policy)」(Milter (ポリシー))
などのバックグラウンドサービスも起動されます。PureMessage は一連のスケジュール
されたジョブを使用して、指定された時間にさまざまな管理作業を実行します。これら
のジョブは、バックグランドサービスの 1つである「Scheduler」(スケジューラ) によっ
て一括管理されています。サービスには以下があります。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

「AntiVirus Service」(ウイルス対策サービス):Sophos のウイルス検索サービスです。
このサービスは、「Policy」(ポリシー) タブの「Anti-Virus Options」(ウイルス検出
オプション) ページで「Run As Service」(サービスとして実行) チェックボックスが
選択されている場合にのみ有効になります。
「HTTPD (RPC/UI)」:EUWI および Groups Web Interface を構成する Web サーバーお
よび RPC サービス。
「IP Blocker Service」(IP ブロッカサービス):(MTA レベルの IP ブロッキングが有効で
ある場合) に実行される PureMessage サービス。これによって SophosLabs によって
ブロックリストに一覧された IP アドレスが送信元のメッセージと、スパム送信者と
なる可能性のある送信者からのメッセージがブロックされ、PureMessage ポリシー
を経由して、より複雑なテストを受ける前にスパムをブロックすることによってパ
フォーマンスを向上させることができます。
「HTTPD (Manager)」:PureMessage の Web ベース管理インターフェース。
「Milter (Policy)」(Milter (ポリシー)):sendmail または Postfix と対話して、ポリシー
エンジンを実行する PureMessage コンポーネント。
「PostrgreSQL Service」(PostrgreSQL サービス):レポートおよび PureMessage 隔離
に使用するデフォルトのリレーショナルデータベースのバックエンド。
「Queue Runner Service」(キューランナーサービス):PureMessage メールのキュー
を管理および更新するサービス。
「Scheduler Service」(スケジューラサービス):PureMessage は、一定間隔で行われ
るコマンドの実行を使用し、このコマンド実行は PureMessage スケジューラサービ
スによって処理されます。
MTA (sendmail、Postfix、JSMS):設定された MTA を実行するサービス。
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スケジュールされたジョブ
「Scheduler Service」(スケジューラサービス) によって有効/無効の設定を一括管理さ
れるスケジュールされたジョブは、指定された時間に起動して特定のタスクを実行する
PureMessage のプログラムです。事前に設定されているスケジュールされたジョブは
Manager に表示され、大半がデフォルトで有効に設定されています。各ジョブ名をク
リックすると、そのジョブの時間設定が表示され、設定変更が可能です。また、スケ
ジュールされたジョブのセットにその他の PureMessage プログラムを追加することも
できます。
関連概念
IP ブロッカサービスを管理する（237ページ）
関連アプリケーションのドキュメンテーション（7ページ）
用語
EUWI （End User Web Interface）（533ページ）
Groups Web Interface（534ページ）
ポリシー（537ページ）
隔離（538ページ）
スケジューラ（539ページ）
SophosLabs（540ページ）

1.5.4 PureMessage Manager
PureMessage Manager は、PureMessage を管理および設定するための Web ベースの
GUI です。インストール時に、PureMessage の「ロール」の一部としてインストールさ
れ、「HTTP（Manager）」(HTTP（管理インターフェース)) サービスとして実行されま
す。
PureMessage Manager は SSL (Secure Sockets Layer) を使用しており、ポート 18080
で使用できます。Manager にアクセスするには、以下の URL を使用し、<hostname> は
PureMessage がインストールされているホスト名、 <domain> は組織のドメインとなり
ます。
https://<hostname>.<domain>:18080/

PureMessage Manager インターフェースはPureMessage 機能の主要内容に対応したタ
ブに分かれて構成されています。
■

「Dashboard Tab」(ダッシュボード) タブ:PureMessage システムの高度な診断概要
を提供します。
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■

■

■

■

■

■

「Policy Tab」(ポリシー) タブ:PureMessage のポリシールールの設定と情報へアクセ
スを提供します。このタブでデフォルトで表示されるページは「Rules」(ルール) ペー
ジで、Sieve ベースの PureMessage ポリシーへの GUI を提供します。Sieve コードを
直接参照および編集するには、「edit source」(ソースを編集) の部分をクリックしま
す。また、ポリシーのリストおよびマップは、すべてこのタブに表示されます。この
タブからリストおよびマップの追加、設定、およびテストが可能です。
「Quarantine Tab」(隔離) タブ:問題のあるメッセージを一時的に格納する場所であ
る、PureMessage 隔離ディレクトリに関する情報と管理機能を提供します。通常、
隔離は安全に自動削除できないウイルス感染メッセージや、管理者またはエンドユー
ザーによるスパムかどうかの判定を待っているメッセージに対して使用されます。こ
のタブには、隔離ダイジェストのルールとオプション、および EUWI の設定機能に関
する設定も含まれます。
「Reports 」(レポート) タブ:ウイルスとスパムに関する統計、システム情報などの重
要なレポートデータのサマリ。各レポートに対して、グラフ形式、レポート周期、お
よび含まれるサーバーを変更できます。また、レポートデータを CSV (commaseparated values) 形式で出力し、各レポートを自動でメール送信するように設定でき
ます。
「Local Services 」(ローカルサービス) タブ:PureMessage サービスのサマリ情報と
管理機能を提供します。
「Server Groups」(サーバーグループ) タブ:複数のサーバーインストールの運用にお
いて、サーバーのステータスを表示し、サーバーグループの管理を行います。
「Support」(サポート) タブ:PureMessage ライセンスおよびサポート制度に関する情
報が記載されており、サポートリソースと一般的なPureMessage管理ユーティリティ
へのリンクも含まれます。

PureMessage Manager の使用の詳細については、「PureMessage Manager レファレン
ス」をご覧ください。
用語
ロール（539ページ）

1.5.5 PureMessage コマンドラインインターフェース
ユーティリティプログラムと設定ファイルを使用して、コマンドラインからPureMessage
のタスクを実行できます。たとえば、PureMessage ポリシーエンジンのコマンドライン
インターフェースはpmx-policy、隔離されたメッセージへアクセスするにはpmx-qman
を使用します。sophos.conf 設定ファイルは、Sophos Anti-Virus エンジンのオプショ
ン指定のために使用します。これらのプログラムの説明については、「管理者レファレ
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ンス」の関連するセクションを参照し、個別のプログラムについては、ドキュメントへ
のハイパーリンクをご覧ください。
「pmx」ユーザー
PureMessage の (「pmx」) ユーザーは、インストール時にデフォルトで作成されます。
PureMessage ユーザーのホームディレクトリは、PureMessage インストールディレク
トリ (デフォルトでは /opt/pmx) の下にあります。PureMessage ユーザーは Bourne
対応のシェルを使用するように設定されています。この設定は変更しないでください。
PureMessage ユーザーアカウントは PureMessage プログラムを実行します。インストー
ル中、PureMessage ユーザーに対するのパスワードの指定を要求されます。

1.5.6 ポリシーエンジン
ポリシーとは、Sieve 言語を使用して構築され、PureMessage のフィルタリング方法を
定義します。PureMessage は複数のポリシースクリプトを使用するように設定可能です
が、デフォルトでは 1つのみを使用します。デフォルトで、ポリシースクリプトは
PureMessage インストールディレクトリの下の /opt/pmx/etc/policy.siv に保存
されます。
ポリシーはルールによって構成され、ルールはテストとアクションで構成されていま
す。ポリシーがメッセージを処理する際に、設定されている順序でルールがメッセージ
に対して実行されます。
PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブ、または pmx-policy コマンドラ
インプログラムを使用してポリシーを設定します。PureMessage のインストール中に、
デフォルトポリシーがインストールされ有効になります。デフォルトのポリシー設定は
PureMessage ライセンスによって異なります。たとえば、PureMessage Virus コンポー
ネント用のライセンスを持たない場合、ウイルスチェックルールは設定されません。
「テスト」は、一致した場合にはアクションが実行されるようになる、メッセージの特
徴を定義します。1つのルールに複数の条件を設定できます。
「アクション」はルールの一部で、テストで一致した場合または一致しなかった場合
に、そのメッセージにどのように対処するかを決定します。複数のアクションを指定で
きます。
Manager の「Policy」(ポリシー) タブにあるオプションを使用して PureMessage ポリ
シーを変更できます。ルール項目をクリックすると、新しい「Rule」(ルール) ページが
開かれ、設定変更が可能なフィールドが表示されます。また、「see the source」(ソー
スを参照) をクリックするとポリシーインターフェースを構成する Sieve コードが表示さ
れます。Sieve コードは、Manager から直接編集できます。ポリシーの編集については、
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「PureMessage Manager レファレンス」および「管理者レファレンス」をご覧くださ
い。
PureMessage には、PureMessage ポリシースクリプトに組み込み可能な Sieve コード
およびスクリプトを格納する「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) があります。
デフォルトで、リポジトリには多数の汎用コードが含まれており、「Policy Repository」
(ポリシーリポジトリ) と PureMessage ポリシー間で相互にコピーおよび貼り付けが可能
です。
関連概念
テストについて（105ページ）
アクションについて（122ページ）
関連情報
pmx-policy
用語
Sieve（539ページ）
1.5.6.1 PureMessage メールフィルタリングについて
PureMessage のメールフィルタ (pmx-milter) はメールインフラストラクチャ
(sendmail、Postfix、または JSMS) の MTA (mail transfer agent) レイヤーと連携してメッ
セージを処理します。フィルタリングオプションは、各メッセージに対して実行される
さまざまなテストとアクションの順番を指定する Sieve ベースのポリシースクリプト
(policy.siv) を使用して定義されます。以下のリストでは、設定可能なフィルタリン
グタスクの一部について説明しています。
■

■

■

■

既知のウイルスに関してメッセージの内容と添付ファイルを確認し、指定されたアク
ションを実行します。
疑わしい添付ファイルの種類 (実行可能ファイルなど) に関してメッセージを確認し、
指定されたアクションを実行します。
スパムのメッセージを識別し、指定されたアクションを実行します。
キーワードまたはフレーズに関してメッセージを確認し、指定されたアクションを実
行します。

■

選択可能な条件に基づいてメッセージのログ記録およびアーカイブを行います。

■

選択可能な条件に基づいて受信者の削除、置き換え、または追加を行います。

■

送信メッセージのヘッダまたは本文に特定のバナーを追加します。

■

メールメッセージのヘッダ (件名など) にさまざまな追加情報を書き込みます。
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タスクは、組織内の異なるユーザーおよびグループに対して異なる方法で適用でき、目
的のメールポリシーを実行するように柔軟に順番を変えて結合できます。
関連情報
pmx-milter
用語
Sieve（539ページ）
1.5.6.2 リストおよびマッピング
「リスト」は、ドメイン、アドレス、または特定のポリシールールが参照するその他の
固有の識別子を保管するために使用されます。たとえば、デフォルトの PureMessage
ポリシーでは、最初のルールが、メッセージリレーを「Internal Hosts」(内部ホスト) リ
スト内に設定されたリレーと照らし合わせて確認します。
「アドレスのマッピング」はメールアドレスを相互に関連付けます。これは、
PureMessage によって作成される通知 (隔離ダイジェストメールなど) の送信先を変更し
たり、ユーザーのメール設定を (EUWI での使用のために) 他のアカウントへ割り当てる
ことを目的とします。
注:エントリ数が 5,000件を超えるリストとアドレスマッピングは、パフォーマンス向上
のため CDB 形式に変換されます。lists.conf の編集手順および pmx-makemap によ
るファイル変換手順については、「管理者レファレンス」の「ポリシー設定」セクショ
ンの「CDB リストおよびマップ」をご覧ください。
関連タスク
CDB リストおよびマップ（?ページ）
1.5.6.3 メッセージ処理オプション
「メッセージ処理」とは、PureMessage がメッセージに対して実行するアクションを意
味し、処理されるメッセージの種類によって内容が異なります。
また、メッセージ処理は PureMessage インストールに設定されているコンポーネント
によって異なります。たとえば、EUWI（94ページ） では、個別のユーザーがクライア
ントブラウザから PureMessage メールフィルタリング機能へアクセスできます。この
オプションの PureMessage コンポーネントをインストールすると、エンドユーザーは
隔離メッセージ、許可リスト、およびブロックリストを管理し、メールフィルタリング
オプションを個別に設定できます。
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メッセージ処理はポリシースクリプトによって適用されます。詳細については、「管理
者レファレンス」の「ポリシー設定（355ページ）」で説明されています。ポリシースク
リプト内で指定可能なアクションの概要は以下のセクションで説明されています。
スパム処理オプション
スパム確率を計算するメカニズムおよび確率のしきい値に関連するアクションは、「ス
パム検出をチューニングする（19ページ）」セクションで説明されています。
■

■

■

■

「Tag and Deliver」(タグを付けて配信する (件名)):通常、メッセージのスパム確率が
ある一定の 「しきい値」 以上になると、エンドユーザーに配信されるメッセージの
「Subject」(件名) ヘッダを変更します。たとえば、デフォルトポリシーでは、メッ
セージのスパム確率が 50% を上回る場合、「Subject」(件名) ヘッダが変更されます。
ユーザーは、修正された件名に基づいてメールクライアント内でフィルタリングを実
行可能で、「管理者レファレンス」内の「エンドユーザー管理」で説明されていま
す。
「Silently Tag and Deliver」(タグを付けて配信する (X ヘッダ)):スパム確率およびメッ
セージに適用されたスパム検出ルールを記録したカスタムメッセージヘッダが追加さ
れます。デフォルトのポリシー設定では、X-PerlMx-Spam ヘッダがすべてのメッ
セージにスパム確率と共に追加されます。カスタムヘッダは、ほとんどのクライアン
トメールプログラムでは見ることができません。
「Quarantine」(隔離):スパム確率が指定したパーセンテージを上回るメッセージを隔
離し、管理者は隔離されたメッセージを閲覧できます。前述のオプション機能と連動
して使用できます。デフォルトでは、確率が 50% 以上の場合、そのメッセージは
PureMessage ポリシーによって、隔離ディレクトリへコピーされるよう設定されて
います。
「Quarantine and Digest」(隔離およびダイジェスト通知):スパム確率が一定の値を超
えたメッセージを隔離ディレクトリに移動します。隔離ダイジェストメール（93ペー
ジ）で、ユーザーにどのメッセージが隔離されたかを通知します。

ウイルス処理オプション
以下のウイルス処理オプションが使用可能です。
■

「Clean the Message」(メッセージからウイルスを除去する):ウイルス検出エンジン
がメッセージ内にウイルスを検出すると、PureMessage はメッセージからのウイル
ス除去を試みます。メッセージからウイルスを除去できなかった場合、PureMessage
は感染した添付ファイルを取り除き、テンプレートに基づいて受信者に隔離ダイジェ
ストメールを作成します。これは外部ホストから送られてきたメッセージに対するポ
リシーによるデフォルトの動作です。
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■

■

「Reject or Discard the Message」(メッセージを拒否または破棄する):PureMessage
ではウイルスを含むメッセージを拒否または破棄できます。デフォルトでは、内部ホ
ストから送られたメッセージは拒否されるように設定されています。
「Scanfailed Action」(検索失敗時のアクション):暗号化された添付ファイルなど、
メッセージに検索できない内容が含まれ、検索失敗という結果になった場合、それに
対するウイルスエンジンの応答に基づいて PureMessage は特定のアクションを行い
ます。

ポリシー処理オプション
ここでの「ポリシー処理オプション」とは、ポリシースクリプトで実施可能なテストお
よびアクションのことです。これらのオプションは、添付ファイルのチェック、メッ
セージへのバナー追加、テンプレート変数へのシェルコマンド結果の代入などが含まれ
ます。各組織での必要性によりポリシー処理オプションは異なるため、一般的な推奨ポ
リシー処理オプションというものはありません。
ポリシー処理オプションの設定例については、「管理者レファレンス」の「ポリシーを
カスタマイズする（374ページ）」をご覧ください。

1.5.7

隔離

PureMessage 隔離機能は、PureMessage ポリシー設定に従って隔離されたメッセージ
を格納します。たとえば、スパム確率があるレベルを上回ったために隔離されたメッ
セージが対象になります。
デフォルトで、PureMessage は PostgreSQL データベースを使用して隔離メッセージを
インデックス化します。
ポリシールール内で「Copy the message to quarantine」(隔離ディレクトリへメッセー
ジをコピー) (「pmx_file」) または「Quarantine the message」(メッセージを隔離)
(「pmx_quarantine」) アクションが使用されている場合にメッセージが隔離されま
す。
メッセージが隔離された場合、メッセージは PureMessage インストールディレクトリ
の var/qdir/new ディレクトリに移されます。その後、インデクサがメッセージに隔
離識別子を割り当て、インデックスファイルを更新し、そのメッセージをvar/qdir/cur
ディレクトリへ移動します。
最初にメッセージが隔離された場合、一時的に /opt/var/qdir/new に格納されます。
定期的に隔離インデクサはこのディレクトリを解析し、メッセージに隔離 ID 番号を割り
当て、インデックスを更新して、メッセージを /opt/var/qdir/cur へ移動します。
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隔離されたメッセージは PureMessage Manager の「Manage Quarantine」(隔離の管理)
機能、またはpmx-qman コマンドラインプログラムを使用して管理されます。メッセー
ジ管理アクションには、削除、配信の承認、および保存が含まれます。
隔離ダイジェスト
隔離ダイジェストが有効になっている場合、エンドユーザーは隔離されたメッセージに
関するメール通知を受け取ります。通知には、本来は特定のユーザーに送信される予定
でありながら隔離されたメッセージのリストが含まれます。ユーザーは通知に返信し
て、必要なメッセージを自動的に隔離ディレクトリから取り出すことができます。
集中隔離および統合隔離
管理者は PureMessage が集中隔離または統合隔離のいずれを使用するかを設定できま
す。集中隔離では、複数の隔離ディレクトリからのメタデータが単一の PostgreSQL デー
タベースへ収集されます。統合隔離では、複数の隔離ディレクトリからメッセージが取
り出され、1箇所に保存されます。
関連概念
アクションについて（122ページ）
ダイジェスト管理（417ページ）
隔離統合と集中隔離管理（414ページ）

1.5.8 EUWI (End User Web Interface)
PureMessage ユーザーは、EUWI (End User Web Interface) からメールフィルタリング
機能へアクセスできます。ユーザーは、PureMessage で隔離されたメッセージの参照と
管理、ユーザー別送信リストの管理、およびさまざまなメールフィルタリングオプショ
ン機能の設定を実行できます。
EUWI は デフォルトでポート 28443 で実行される PureMessage サービスです。エンド
ユーザーは、セッション ID、Flat-File、および LDAP のいずれかの認証によりアクセス
を許可されます。デフォルトの認証方法では、セッション ID です。EUWI 認証方法の設
定の詳細については、「PureMessage Manager レファレンス 」の「エンドユーザー認
証」をご覧ください。
管理者は、ユーザーが EUWI からどの機能を使用できるかを制御できます。たとえば、
管理者はユーザーに隔離メッセージのリストの閲覧のみを許可し、そのメッセージの内
容までは閲覧できないような設定を選択できます。
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関連タスク
エンドユーザー認証を設定する（191ページ）

1.5.9 Groups Web Interface
PureMessage Groups Web Interface によって、グローバル管理者が管理責任をグルー
プ/ドメインや担当内容に基づいて「グループ」管理者に委任できます。委任されるタ
スクには、隔離管理、レポート、リスト管理、および特定のポリシーの設定が含まれま
す。
Groups Web Interface は PureMessage サービスとして実行されます。デフォルトでポー
ト 28443 を使用します。グループ管理者は、グローバル管理者が使用可能に設定したタ
ブおよび機能にのみアクセスできます。

1.5.10 セントラルサーバー管理
PureMessage は、サーバーを複数配置した環境に導入できます。「Server groups」セ
ントラルサーバー 1つと、1つまたは複数の「エッジ」サーバーから構成されます。エッ
ジサーバーは、他のマシンに対する認証プロファイルおよび接続を持つセントラルサー
バーにより管理、設定、および保守されます。サーバーグループの集中管理は、セント
ラルサーバーからの RPC (remote procedure calls) を通じて行われます。
デフォルトで、PureMessage には「HTTPD (Manager)」 (HTTPD (管理インターフェー
ス)) サービスのための「RPC User」(RPC ユーザー) アカウントが設定されています。こ
のユーザーの権限は制限されていますが、サービスの起動と停止、および設定ファイル
の更新のための権限が与えられています。
セントラルサーバーの管理により以下が可能です。
■

ネットワーク上のすべての PureMessage サーバー状態の閲覧

■

エッジサーバーの追加と削除

■

エッジサーバーにおける PureMessage サービスの起動および停止

■

セントラルサーバー設定の構築とテスト、エッジサーバーへの設定の配布

■

セントラルサーバーからのエッジサーバー (またはエッジサーバーのグループ) に関す
るレポートの作成

パブリケーション
PureMessage は「パブリケーション」を使用して、セントラルサーバーの設定ファイル
をエッジサーバーへ配信します。エッジサーバーはこれらのパブリケーションを「サブ
スクライブ」している状態です。
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デフォルト設定で、PureMessage には Sophos-Anti-Virus-Conf および Anti-SpamConfig などの主要プログラム機能の設定ファイルがパブリケーションに含まれていま
す。PureMessage Manager の「Server Groups」(サーバーグループ) タブから既存のパ
ブリケーションの閲覧および編集が可能です。
オプションで、PureMessage Manager または pmx-share コマンドラインプログラムを
使用して、カスタムパブリケーションを作成できます。
関連情報
pmx-share
用語
エッジサーバー（533ページ）

1.5.11 レポート
PureMessage は重要なパフォーマンス統計に関するグラフィカルデータまたは表形式
データを記載したレポートを作成します。このレポートは事前に定義しておきます。た
とえば、「Top Spam Senders」(最多スパム送信元)、「Quarantine Size」(隔離メール
の容量)、および「Memory Usage」(メモリ使用量) に関するレポートの作成が可能です。
レポート機能は、インストール中に PostgreSQL データベースオプションが選択された
場合にのみ使用できます。
PureMessage プログラムの中には、初期設定する前に特定のデータベーステーブルに数
値を代入するために使用されるものもあります。その他にも、PureMessage ログファイ
ルからレポートデータを読み込み、PostgreSQL データベースのデータを統合するもの
もあります。また、決められた間隔でレポートを自動作成し、そのレポートをスケジュー
ルされたジョブにより指定された受信者に対しメールで送信するプログラムもありま
す。インストーラまたはスケジューラは、ほとんどのレポートの設定とコンパイルに使
用されますが、レポートプログラムを必要に応じて、コマンドラインから手動で実行す
ることもできます。
PureMessage Manager の「Reports」(レポート) タブは、現在選択されているレポート
の統計を表示します。レポートの形式および期間を指定するためのドロップダウンリス
トがあります。
レポートの詳細については、「PureMessage Manager レファレンス」の「レポート」を
ご覧ください。
関連概念
「Reports」(レポート) タブ（212ページ）
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用語
スケジューラ（539ページ）

1.5.12 アプリケーションプログラムインターフェース
PureMessage には、Perl で sendmail フィルタモジュールを作成するためのインター
フェースである PerlMx モジュールがあります。ここには、新しいフィルタを sendmail
Milter ライブラリに登録し、フィルタをスタンドアロンプロセスとして実行するのに必
要なすべての「glue」コードが含まれています。
フィルタモジュールに関連するコールバックおよびメソッドの詳細については、補足の
「PerlMx 開発」をご覧ください。

1.6

Contacting Sophos

Sophos Support
If you encounter a problem with your Sophos product, or if it does not function as described
in the documentation, contact Sophos Technical Support:
http://www.sophos.com/support/
Support for PureMessage Third-Party Applications
Some Sophos products ship with, or provide connections to, certain third-party software.
Sophos Technical Support will respond to and work to resolve customer submitted issues
that relate to the third-party applications: Sendmail, Postfix, JSMS and PostgreSQL in
the manner described below.
Sendmail and Postfix Support
Sophos Technical Support will support only the Sophos-certified versions of sendmail or
Postfix that are shipped with PureMessage. This support is limited to:
1. Providing help and guidance on the default configuration files, utilities, deployment
scenarios, and user-developed configurations created using the PureMessage for
UNIX graphical user interface or command-line tools.
2. Providing help and guidance on the best practices published in the PureMessage
documentation.
3. Providing help and guidance on published upgrades and patches to Sophos-certified
versions of sendmail and/or Postfix.
External/third party versions of Postfix are not quality-assured for integration with
PureMessage, Sophos reserves the right not to provide support for an issue that appears

to be related to any such custom configuration, and may recommend that you install the
version of Postfix that is bundled with PureMessage to further a resolution.
PostgreSQL support
Sophos Technical Support will support only the Sophos-certified version of PostgreSQL
that is shipped with PureMessage. Such support is limited to:
1. Providing help and guidance on the default configuration.
2. Providing help and guidance on the best practices published in the PureMessage
official documentation.
3. Providing help and guidance on published upgrades and patches to the
Sophos-certified version of PostgreSQL.
Other versions of PostgreSQL are not supported by Sophos Technical Support.
PureMessage Feedback
Please send comments and suggestions to puremessage-feedback@sophos.com
Help us in our continuous efforts to improve the accuracy of our spam heuristics by
forwarding misidentified items as an attachment to:
■

Missed Spam: is-spam@labs.sophos.com

■

Not Spam: not-spam@labs.sophos.com

Corporate Contact Information
To contact your local Sophos office, see: http://sophos.com/companyinfo/contacting/
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2

PureMessage Manager レファレンス

PureMessage Manager は PureMessage を管理および設定するための Web ベースの GUI
です。管理タスクの一部にはコマンドラインからしか実行できないものもありますが、
大半のタスクは PureMessage Manager から実行できます。

2.1

「Dashboard」(ダッシュボード) タブ

「Dashboard」(ダッシュボード) タブには以下の内容を含む PureMessage システムに
関する高度な概要情報が表示されます。
■

■

■

「Local Services」(ローカルサービス):PureMessage サービスのステータスに関する
サマリー情報を表示します。
「Task Shortcuts」(タスクのショートカット):PureMessage Manager で一般的に使
用される機能にすばやくアクセスできるリンクを提供します。
「Technical Resources」(テクニカルリソース):PureMessage の情報およびサポート
リソースへのリンクを提供します。

2.1.1 PureMessage Manager インターフェースを使用する

上の画像は Web ブラウザ上に表示される PureMessage Manager です。PureMessage
Manager の GUI が表示されている基本的な領域の名称を覚えておいてください。各領域
の呼称はドキュメント全体を通して使用されます。以下のような領域があります。
バナーは PureMessage Manager の最上部の部分です。バナーの右側に「Logout」(ログ
アウト) のリンクおよび「My Account」(マイアカウント) のリンクがあります。マイア

100 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

カウントのリンク先のページでは、パスワードの変更が可能です (詳細については「パ
スワードを変更する」をご覧ください)。
左側のサイドバーにある各タブは、現在のタブの内部に表示できるページにリンクして
おり、現在のページに関するヘルプトピックへのリンクや PureMessage のドキュメン
トの他の関連部分に対するリンクも含まれています。
コンテンツ領域には、PureMessage Manager インターフェースに関するさまざまなペー
ジが表示され、各ページには PureMessage の特定の領域に関連する情報、変更可能な
設定項目、管理コントロールなどが含まれます。タブをクリックすると、そのタブに対
応したデフォルトのページがコンテンツ領域に表示されます。
PureMessage Manager に含まれるタブと各タブに対応する機能は以下です。
■

■

■

■

■

■

■

「Dashboard」(ダッシュボード) タブでは、PureMessage システムのステータスに関
する詳細な概要情報が表示されます。
「Policy」(ポリシー) タブによって、メールフィルタリングの動作を決定する
PureMessage システムのポリシーを設定できます。
「Quarantine」(隔離) タブでは、問題がある (または問題がある可能性のある) メッ
セージの一時的な保存場所である PureMessage 隔離ディレクトリの管理が可能にな
ります。通常、隔離機能によって、スパムの可能性があるメッセージは隔離ディレク
トリに一時的に保存され、管理者またはエンドユーザーはそのメッセージを取り出す
(配信する)、または削除するというような選択を後で行うことでできます。また、ウ
イルスに感染しているメッセージを法的な理由、組織のポリシー規定、または解析上
の必要性によってはメッセージを保存することも可能になります。
「Reports」(レポート) タブでは、デフォルトで 3つの主要なレポートが表示されま
す。このタブを使用すると、さまざまな種類のレポートを生成したり、他のアプリ
ケーションで使用するためにレポートデータをエクスポートしたり、 レポートを定
期的にメールで自動配信するように設定することもできます。
「Local Services」(ローカルサービス) タブによって、 ローカルシステム上で実行さ
れるネットワークサービスやスケジュールジョブの管理と設定が可能になります。
「Server Groups」(サーバーグループ) タブでは、複数サーバー配置の PureMessage
システムにおいて別のホスト上にあるサービスを管理することが可能になり、同時に
Central Server Manager (CSM) システムから別の PureMessage システムにポリシーや
関連する設定をパブリッシュできます。
「Support」(サポート) タブでは、PureMessage のサポートおよびシステムメンテナ
ンスに関するさまざまな情報と機能が提供されます。
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2.1.2 パスワードを変更する
PureMessage Manager のパスワードを PureMessage Manager インターフェース内から
変更するには
1. PureMessage Manager バナーの右上にある「My Account」(マイアカウント) をク
リックします。
「My Account」(マイアカウント) ページが表示されます。
2. 新しいパスワードを「Password」(パスワード) および「Confirm Password」(パス
ワードの再入力確認) のフィールドに入力して、「Update」(更新) をクリックしま
す。
「Account Details」(アカウントの詳細) フォームの上部にパスワードが更新された
ことを知らせるメッセージが表示されます。
注:
パスワードの長さは最大で 8文字です。

2.2

「Policy」(ポリシー) タブ

「Policy」(ポリシー) タブでは、PureMessage システムのメッセージフィルタリングの
動作や「ポリシー」をグラフィカルな編集ツール「ポリシーコンストラクタ」を使用し
て設定できます。または、/opt/pmx/etc/policy.siv にあるポリシースクリプトを
直接編集できます。これには Sieve スクリプト記述言語の知識が必要です。
ポリシーは構造化された一連のルールで、指定した順に実行されるテストやアクション
で構成されています。ルールは追加、変更、移動、または削除が可能です。ポリシーや
リストを変更する前にバックアップするツール、ポリシーの変更をテストするツール、
以前のポリシー設定を復元するツールもあります。
ポリシーはさまざまなリストを利用します。リストはポリシー内で使用され、指定した
ホスト、ユーザー、添付ファイルの種類などを除外したり含めたり、リストにした不快
な言葉を検索したりします。マップは、メールアドレス間の関連付けに使用され、メッ
セージの転送や特定のユーザー設定を選択して適用することなどが可能になります。リ
ストとマップは作成、変更、または削除が可能です。
ポリシーとリストの編集に加え、スパムとウイルスを PureMessage でどのように処理
するかを制御するオプションやルールのページが複数あります。
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「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) ページからは、PureMessage ポリシーに追
加できるポリシーコードを集めたセクションにアクセスできます。データは作成、変
更、削除が可能です。
用語
Sieve（539ページ）

2.2.1 ポリシーのバックアップを作成および復元する
ポリシーを編集する前、またはポリシーの変更のテストを正常に完了した後に、ポリ
シーをバックアップすることをお勧めします。必要に応じて、バックアップバージョン
のポリシーを復元することができます。
ポリシーのバックアップを新規作成するには
「Rules」(ルール) ページ (「Policy」(ポリシー) タブのデフォルトページ) のサイドバー
で、「Backups」(バックアップ) の隣にある「Create」(作成) をクリックします。
バックアップが作成されたことを伝える情報メッセージが表示されます。その時点での
日付と時刻が明記された「Backups」(バックアップ) セクションに新しいサイドバーエ
ントリが表示されます。
注:
保持されるのは、最新の 5 件のバックアップだけです。6 件目を作成すると、最も古
いバックアップが自動的に削除されます。
ポリシーのバックアップを復元するには
1. 「Rules」(ルール) ページ (「Policy」(ポリシー) タブのデフォルトページ) のサイド
バーで、復元するポリシーのバックアップをクリックします。
情報メッセージが表示され、選択したポリシーのバックアップを復元するかどうか
を確認されます。「Diff」(差分) をクリックすると、選択したバックアップと現在の
ポリシーとの相違点を表示して、目的のバックアップであることを確認することが
できます。
2. 「OK」をクリックします。
「Rules」(ルール) ページに戻ります。最上部に「The backup has been successfully
restored.」(バックアップは正常に復元されました。) というメッセージが表示され
ます。
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3. ページ最上部にある「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックして、「Milter
(Policy)」(Milter (ポリシー)) サービスを再起動します。

2.2.2 ポリシーリソースをパブリケーションに追加する
大半のポリシーリソースは、1 つの複数サーバー配置内のさまざまなホストに配布する
ことができます。ただし、これらのリソースの多くを最初に PureMessage パブリケー
ションに手動で追加する必要があります。特定のポリシーリソース (ポリシー、リスト、
マップのウイルス検出オプション、またはスパム検出ルール) を操作すると、ページの
最上部付近に次のいずれかのメッセージが表示されます。
■

■

「This configuration is shared: n subscriber(s)」(この設定は共有されています: n 人
のサブスクライバ):これらのリソースは現在 1 つのパブリケーションに含められてお
り、このパブリケーションは他のPureMessageサーバーと共有することができます。
「shared」(共有) をクリックして、このリソースを含むパブリケーションの「Server
Groups」(サーバーグループ) > 「Edit Publication」(パブリケーションを編集) ページ
を開きます。
「You can publish this configuration to other hosts.」(この設定を他のホストにパブ
リッシュできます。)これらのリソースは現時点ではパブリケーションに含められて
いませんが、追加することができます。

パブリケーションにポリシーリソースを追加するには
1. 最上部の情報バナーに「You can publish this configuration to other hosts」(この設
定を他のホストにパブリッシュできます。) と表示されているので、リソースの追加
先パブリケーションを選択するか、ドロップダウンリストから「Create New」(新規
作成) を選択します。
2. 「Share」(共有) をクリックします。
選択したページ上の選択したサービスに対する「Server Groups:Edit Publication」
(サーバーグループ: パブリケーションを編集) ページが表示され、ポリシーリソース
が「Published Object」(パブリッシュ済みオブジェクト) としてリストされます。既
存のパブリケーションを選択した場合、そのパブリケーションの情報が表示されま
す。「Create New」(新規作成) を選択した場合には、「Publication Name」(パブリ
ケーション名) テキストボックスには自動生成された名前が入力されますが、
「Description」(説明) テキストボックスは空欄です。
3. 「Publication Name」(パブリケーション名) と「Description」(説明) に入力するか
変更して、「Save」(保存) をクリックします。
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パブリケーションが、「Server Groups」(サーバーグループ) サイドバーにあるパブ
リケーションのリストに追加されます。
関連概念
パブリケーションを管理する（271ページ）

2.2.3 ポリシーを編集する
PureMessage で処理されるメッセージは、ポリシーフィルタを通過します。ポリシー
フィルタはメッセージ特性をポリシーテストと照合し、テスト結果に従って、関連付け
られたアクションを適用します。テストとアクションを併せて「ルール」と呼びます。
注:
ポリシーを編集する前に、「ポリシーのバックアップを管理する」の説明に従ってバッ
クアップを作成してください。
関連タスク
ポリシーのバックアップを作成および復元する（102ページ）
2.2.3.1 ポリシールール :処理順序
ルールは「Policy」(ポリシー) タブに表示されている順序で処理されます。「Stop
processing」(処理を停止) アクションを設定しない限り、以前のルールのテストとアク
ションにかかわらず、各ルールはテストされます。.
ルールが連続して処理されることを考えると、ポリシーフィルタの効率はルールの順序
およびルールの処理が停止する地点で決まるといえます。たとえば、ポリシー内の最初
のルールが、ブロックリストに含まれているホストから発信されたメッセージを拒否し
た場合、そのメッセージをそれ以降のルール群に照らし合わせて確認する必要はありま
せん (確認処理を続行することは非効率的です)。
ポリシー内の既存ルールの順序を変更するには元のルールで「Cut」(切り取り) をクリッ
クしてから、目的の位置で「Paste」(貼り付け) をクリックして再度挿入します。
注:
今回のバージョンの PureMessage Manager のポリシーコンストラクタでは、現時点で
はサブルールを含むルールにアクションが追加されるときの位置は表示されません。
サブルールを含むルールに新規アクションを追加すると、ポリシーコンストラクタで
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はアクションはサブルールの前に表示されます。しかし、policy.siv ソースファイ
ルにおいてアクションは実際にはサブルールの後に追加されます。
たとえば、デフォルト PureMessage ポリシーでは、アクションを「Mail from internal
hosts」(内部ホストからのメール) ルールに追加すると、Manager ではメインルールの
定義内に表示されます。ところが、policy.siv ソースファイルを見ると、新規アク
ションは実際にはサブルールの後に配置されます。
アクションの位置を修正するには
1. ポリシーコンストラクタのページで、「see the source」(ソースを参照) をクリック
します。
2. ページ最上部にある「filename」(ファイル名) リンクをクリックして、policy.siv
を編集します。
3. 新規アクションをポリシー内の目的の位置に手動で配置して、「Save」(保存) をク
リックします。
2.2.3.2 テストについて
ポリシールールのテストコンポーネントは、分析する「メッセージ特性」、そのメッ
セージ特性と比較する「テスト式」、およびそのテストが true となる条件を定義する
「演算子」を指定します。
たとえば、テストでメッセージの件名から「Internal｣という単語を探すとします。その
場合、メッセージ特性は「Subject｣、テスト式は「Internal｣、演算子は「Contains｣で
す。
演算子とテスト式を指定するテキストボックスは、メッセージ特性を選択するまで表示
されません。
1つのルール内で複数のテストを指定できます。複数のテストを設定する場合は、すべ
てのテストの累積結果を指定するように要求されます。ドロップダウンリストの 4つの
オプションから 1つを選択してください。
■

■

■

「If ALL criteria are met」（すべての条件が一致する場合):すべてのテストが true で
あれば、ルールのアクションが実行されます。
「If ANY criteria are met」(いずれかの条件が一致する場合):テストの 1つでも true で
あれば、ルールのアクションが実行されます。
「If NO criteria are met」(どの条件も一致しない場合):どのテストも true でなければ、
アクションが実行されます。
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■

「Not ALL criteria are met」(いずれかの条件が一致しない):テストの少なくとも 1つ
が true でない場合に、アクションが実行されます。

複数のテストを指定すると、PureMessage では各テストの下にボタンが表示されます。
テストの実行順序を変えるには、上下方向の矢印を使用します。指定したテストを削除
するには、「X」ボタンを使用します。
注:
PureMessage 5.2.1 の時点では、一部のテストで日本語の文字を指定できます。詳細
については、リリース履歴のバージョン 5.2.1 のセクションをご覧ください。
関連概念
アクションについて（122ページ）
メッセージの特徴
「'To' Address」(送信先アドレス)
メッセージの To ヘッダを分析します。Cc および Bcc の受信者を含むすべてのメッセー
ジの受信者を分析するには、「Recipient's address」(受信者のアドレス) テストを使用
します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Always Match」(常に一致)
メッセージを分析しません。このテストの戻り値は、常に true になります。このアク
ションは、メッセージの特徴に関係なく実行されます。
「Attachment name」(添付ファイル名)
Content-Type ヘッダと Content-Disposition ヘッダを解析し、ファイルタイプの識別機
能を使用する場合は、ファイルのコンテンツ自体も解析します。このテストは、メッ
セージの各添付ファイルのファイル名を特定します。%%ATTACHMENT_NAMES%% テン
プレート変数を展開します。
「Arguments」(引数) ボタンを押すと、以下のオプションが表示されます。
■

「Use true file type identification for filename extensions」(ファイル名の拡張子特
定にファイルタイプの識別機能を使用する):ファイル名の拡張子を特定するのにファ
イルタイプ検出機能を使用するようにテストを変更します。Content-Type ヘッダと
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Content-Disposition ヘッダに示されたファイル名と共に、ファイル自体も確認しま
す。アーカイブは自動的に展開されるため、他のファイル内のファイルをテストでき
ます。PureMessage は、設定された最大レベルまでの必要なレベルまで、指定され
たファイル タイプを検索します。最大再帰深度は、/opt/pmx/etc/tft.conf で設
定します。
ドキュメントタイプのテストには、アプリケーション固有のファイル拡張子 (.doc、.xls
など) を使用します。PureMessage によりサポートされている拡張子のリストを表示
するには、以下を実行します。
pmx-list-true-filetypes --verbose
■

■

「Match-type」(照合タイプ):一致に関する演算子。ドロップダウンリストに含まれる
オプションの説明については、「演算子」セクションをご覧ください。
「Match values」(照合値):照合するファイルタイプ。
注:
このテストでは、PureMessage がメッセージを検索できない場合も true が返されるた
め、検索できないメッセージの処理方法を指定するには、「Message failed to scan」
(検索できないメッセージ) テストを「Attachment name」(添付ファイル名) テスト内
で使用する必要があります。

(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Attachment size」(添付ファイルのサイズ)
メッセージの各添付ファイルのサイズを分析します。このテストは、テキスト/プレー
ンやテキスト/html のメッセージ本文を含む、MIME 添付ファイルに適用されま
す。%%ATTACHMENT_NAMES%% テンプレート変数を展開します。
「Attachment true filetype」(添付ファイルのファイルタイプ)
.zip、.tgz ファイルなどのアーカイブファイルを含むメッセージの添付ファイルの中身を
検索します。アーカイブファイルは自動的に展開されるため、他のファイル内にある
ファイルをテストできます。PureMessage は、設定された最大レベル以下の必要なレベ
ルまで、指定されたファイルタイプを検索します。最大再帰深度は、
opt/pmx/etc/tft.conf で設定します。%%ATTACHMENT_NAMES%% テンプレート
変数を展開します。
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「Attachment type」(添付ファイルのタイプ) や「Attachment name」(添付ファイル名)
といった同様のテストの代わりにこのテストを使用する利点は、このテストで指定した
ファイルタイプとファイルタイプが一致しない限り、メッセージにアクションが実行さ
れないことです。たとえば、「Attachment type」(添付ファイルのタイプ) テストでは、
ファイルの実際のタイプが異なる場合でも、メッセージの Content-Type ヘッダでファ
イルタイプが一致した場合にアクションが実行されてしまいます。したがって、メッ
セージに Microsoft Word の添付ファイルが含まれているように見えても、ファイル拡張
子が偽装されていて、実際は .jpeg ファイルが含まれている可能性があります。
このテストを使用すると、特定のファイルタイプまたはファイルタイプのグループを検
出できます。サポートされているファイルグループのリストを表示するには、以下を実
行します。
pmx-list-true-filetypes

これらのグループ内の特定のファイル拡張子を表示するには、以下を実行します。
pmx-list-true-filetypes --verbose

重要 :
このテストを使用する場合、照合タイプに対して適切なファイルタイプ定義 (グループ
リストに表示されるもの) を指定する必要があります。たとえば、Word 95 から最新の
Word 文書の拡張子まで、すべての種類の Microsoft Word ファイルにアクションを実
施するには、照合タイプに「Contains」(～を含む) を指定し、照合値に
「Document/Microsoft Word」(ドキュメント/Microsoft Word) を指定します。画
像が添付されたメッセージに同じアクションを適用するルールを作成するには、照合
タイプに「Contains」(～を含む) を指定し、照合値に「Image/」(画像/) を指定でき
ます。
「Arguments」(引数) ボタンを押すと、以下のオプションが表示されます。
■

■

「Match-type」(照合タイプ):一致に関する演算子。ドロップダウンリストに含まれる
オプションの説明については、「演算子」セクションをご覧ください。
「Match values」(照合値):照合するファイルタイプ。
注:
このテストでは、PureMessage がメッセージを検索できない場合も true が返されるた
め、検索できないメッセージの処理方法を指定するには、「Message failed to scan」
(検索できないメッセージ) テストを「Attachment true filetype」(添付ファイルのファ
イルタイプ) テスト内で使用する必要があります。
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「Attachment type」(添付ファイルのタイプ)
Content-Type ヘッダと Content-Disposition ヘッダを解析し、ファイルタイプの識別機
能を使用する場合は、ファイルのコンテンツ自体も解析します。このテストは、メッ
セージの各添付ファイルのタイプを特定します。%%ATTACHMENT_NAMES%% テンプ
レート変数を展開します。
「Arguments」(引数) ボタンを押すと、以下のオプションが表示されます。
■

「Use true file type identification for file type」(ファイルタイプの特定にファイルタ
イプの識別機能を使用する):ファイルタイプ検出を使用するようにテストを変更しま
す。宣言された Content-Type ヘッダと Content-Disposition ヘッダと共に、ファイル
自体も確認します。アーカイブは自動的に展開されるため、他のファイル内のファイ
ルをテストできます。PureMessage は、設定された最大レベル以下の必要なレベル
まで、指定されたファイルタイプを検索します。最大再帰深度
は、/opt/pmx/etc/tft.conf で設定します。
添付ファイルタイプのテストには、Mime ファイルタイプを使用する必要があります。
PureMessage によりサポートされている Mime タイプの完全なリストを表示するに
は、以下を実行します。
pmx-list-true-filetypes --verbose

■

■

「Match-type」(照合タイプ):一致に関する演算子。ドロップダウンリストに含まれる
オプションの説明については、「演算子」セクションをご覧ください。
「Match values」(照合値):照合するファイルタイプの文字列または文字列リスト。
注:
このテストでは、PureMessage がメッセージを検索できない場合も true が返されるた
め、検索できないメッセージの処理方法を指定するには、「Message failed to scan」
(検索できないメッセージ) テストを「Attachment type」(添付ファイルのタイプ) テス
ト内で使用する必要があります。

(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Body size」(本文のサイズ)
メッセージ本文のサイズを分析します。
「Content-Type」(コンテンツタイプ)
メッセージの Content-Type ヘッダの値を分析します。

110 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

「Envelope from」(送信者)
メッセージの「Envelope from」(送信者) の値を分析します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Envelope group」(送信者/受信者グループ)
メッセージの方向に応じて送信者グループまたは受信者グループを分析し、指定された
グループと照合します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Envelope to」(受信者)
メッセージの「Envelope To」(受信者) の値を分析します。個々の受信者または受信者リ
ストを指定します。ただし、複数の受信者に送られたメッセージのテスト結果が true の
場合は、指定されたアクションがすべての受信者に実行されます。たとえば、添付ファ
イルのあるメッセージが 5 人の受信者に送信され、そのうち 2 人が「Envelope To」(受
信者) テストに指定されたリストに一致し、「Drop attachment」(添付ファイルを除外
する) アクションも指定されている場合は、5 人の受信者のいずれも添付ファイルを受信
しません。
重要 :
受信者のエイリアスマップの一部として関連付けられたメールアドレスと共にこのテ
ストを使用する場合、ここで指定した「Envelope To」(受信者) の値がアドレスマップ
の「Map To」(マッピング先) 部分と一致することを確認する必要があります。たとえ
ば、service@example.com が joe@example.com にマッピングされている場合、
「Envelope To」(受信者) のアドレスは joe@example.com です。詳細については、「管
理者レファレンス」の「ポリシールール」セクションの「アドレスマップ」をご覧く
ださい。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Header contains word or phrase」(特定の語句を含むヘッダ)
特定の語句についてヘッダをチェックします。
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「Arguments」(引数) ボタンを押すと、以下のオプションが表示されます。
■

■

「Comparator」(コンパレータ):選択した場合は、照合で大文字と小文字を区別する
かどうかを指定できます。大文字と小文字を区別するには、「i;octet」も入力する
必要があります。表示されるチェックボックスが選択されていないか、空白の場合、
一致項目に関しては大文字と小文字が区別されなくなります。
「Match-type」(照合タイプ):一致に関する演算子。ドロップダウンリストに含まれる
オプションの説明については、「演算子」セクションをご覧ください。

■

「Header names」(ヘッダ名):検索する特定のメールヘッダ。

■

「Match values」(照合値):照合するファイルタイプの文字列または文字列リスト。

(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Header exists」(ヘッダの有無)
特定のヘッダが存在するかどうかをチェックします。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Header size」(ヘッダのサイズ)
メッセージヘッダのサイズを分析します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Message contains a virus」(ウイルスを含むメッセージ)
メッセージのウイルスを検索します。
「Message contains credit card number」(クレジットカード番号を含むメッセージ)
主要なクレジットカードに共通している連続した番号について、メッセージを検索しま
す。このテストは、認証を実施するチェックサム式である、Luhn アルゴリズムに基づ
いています。サポートされているクレジットカードは、American Express、MasterCard、
Visa、Visa Electron、Discover Card、Diners Club、および China Union Pay です。
/opt/pmx/etc/creditcard.conf 内の creditcard_number_limit 設定により、特
定のメッセージで PureMessage が検索する数値セクションの数が指定されます。デフォ
ルトでは、PureMessage は、次の処理段階に進む前に、クレジットカード番号を含んで
いる可能性がある 9つの番号セクションを検索します。
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このテストで検索できない場合のアクションを
/opt/pmx/etc/scanlimit.d/phrase.conf で指定できます。
「Arguments」(引数) ボタンを押すと、以下のオプションが表示されます。
■

■

「Search attachments」(添付ファイルを検索する):選択すると、このテストで
は、.tgz ファイルと .zip ファイル内の添付ファイルを含む、添付ファイルの内部
も照合します。たとえば、.zip ファイル内の .doc ファイルに埋め込まれた .xls
ファイルに現れる語句を検出できます。
「Search all attachments, even after a match」(一致後でもすべての添付ファイルを
検索する):「Search attachments」(添付ファイルを検索する) オプションと共に指定
すると、このテストでは、一致が見つかったかどうかに関係なく、すべての添付ファ
イルを検索します。「Search attachments」(添付ファイルを検索する) のみを指定
すると、最初の一致が見つかると同時に関連アクションが実行されるため、残りの添
付ファイルは検索されません。「Message contains word or phrase」(特定の語句を
含むメッセージ) テストに「Drop attachment」(添付ファイルを除外する) などのアク
ションを組み合わせている場合は、最初の一致が見つかった添付ファイルのみが除外
され、残りはコンテンツに関係なく配信されるので、問題があります。
注:
このテストでは、PureMessage がメッセージを検索できない場合も true が返されるた
め、検索できないメッセージの処理方法を指定するには、「Message failed to scan」
(検索できないメッセージ) テストを「Message contains credit card number」(クレ
ジットカード番号を含むメッセージ) テスト内で使用する必要があります。

「Message contains suspicious attachments」(疑わしい添付ファイルを含むメッセー
ジ)
メッセージの添付ファイルで「Suspect Attachment Names」(疑わしい添付ファイル
名) リストに指定したファイル名またはファイル拡張子をチェックし、Content-Type ヘッ
ダと Content-Disposition ヘッダで「Suspect Attachment Types」(疑わしい添付ファイ
ルのタイプ) リストに指定した添付ファイルのタイプをチェックします。
「Arguments」(引数) ボタンを押すと、以下のオプションが表示されます。
■

「Use true file type identification」(ファイルタイプの識別機能を使用する):宣言され
た Content-Type ヘッダと Content-Disposition ヘッダと共に、ファイル自体も確認し
ます。アーカイブは自動的に展開されるため、他のファイル内のファイルをテストで
きます。PureMessage は、設定された最大レベルまでの必要なレベルまで、指定さ
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れたファイル タイプを検索します。最大再帰深度は、/opt/pmx/etc/tft.conf で
設定します。
一般的なアーカイブ形式のほとんどがサポートされています。疑わしい添付ファイル
をテストする新しいルールを作成する場合、以下に説明する非推奨の「Inspect
archives」(アーカイブを検査する) 引数の代わりに、この引数を指定することをお勧
めします。
■

「Inspect archives」(アーカイブを検査する):ファイルタイプの識別機能が有効でな
い場合でも、メッセージに添付されたアーカイブファイル (.zip ファイルなど) 内でこ
のテストを有効にします。このテストは、ファイルに添付されたアーカイブファイル
のコンテンツで、疑わしい添付ファイル名のリストに一致するファイルを検査しま
す。.zip アーカイブ (プレーンおよび暗号化されたもの) のみがサポートされており、
上位アーカイブのみが検査されます。アーカイブにネストされたアーカイブが含まれ
る場合、ネストされたアーカイブは検査されません。
注:
このテストでは、PureMessage がメッセージを検索できない場合も true が返されるた
め、検索できないメッセージの処理方法を指定するには、「Message failed to scan」
(検索できないメッセージ) テストを「Message contains suspicious attachments」(疑
わしい添付ファイルを含むメッセージ) テスト内で使用する必要があります。

「Message contains the specified virus」(指定されたウイルスを含むメッセージ)
指定されたウイルス名を分析し、自動的に「Message contains a virus」(ウイルスを含
むメッセージ) テストを実行します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Message contains unscannable data」(検索できないデータを含むメッセージ)
メッセージのウイルス検索に失敗し、メッセージにウイルスが見つからない場合に true
を返します。このテストは、事前に「Message contains a virus」(ウイルスを含むメッ
セージ) テストを実行している場合にのみ効果があります。これは、何らかの理由 (暗号
化など) で検索できないメッセージとウイルスを含むメッセージを区別するために使用
されます (いずれの場合もテストの戻り値は true です)。
cantscan.conf ファイルを編集して、PureMessage により許可または拒否される検索
不可能なコンテンツのタイプを指定します。
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「Message contains word or phrase」(特定の語句を含むメッセージ)
このテストには、「contains」(～を含む) 演算子と「Matches regex」(正規表現と一致)
演算子のみを使用してください。「is」(～である) テストおよび「matches」(一致) テ
ストはメッセージのテキスト全体を比較するので、通常、特定の語句を検索する場合に
は適していません。
「Arguments」(引数) ボタンを押すと、以下のオプションが表示されます。
■

■

■

■

「Search attachments」(添付ファイルを検索する):選択すると、.tgz ファイルと
.zip ファイル内の添付ファイルを含む、添付ファイルの内部も照合します。たとえ
ば、.zip ファイル内の .doc ファイルに埋め込まれた .xls ファイルに現れる語句
を検出できます。
「Search all attachments, even after a match」(一致後でもすべての添付ファイルを
検索する):「Search attachments」(添付ファイルを検索する) オプションと共に指定
すると、このテストでは、一致が見つかったかどうかに関係なく、すべての添付ファ
イルを検索します。「Search attachments」(添付ファイルを検索する) のみを指定
すると、最初の一致が見つかると同時に関連アクションが実行されるため、残りの添
付ファイルは検索されません。「Message contains word or phrase」(特定の語句を
含むメッセージ) テストに「Drop attachment」(添付ファイルを除外する) などのアク
ションを組み合わせている場合は、最初の一致が見つかった添付ファイルのみが除外
され、残りはコンテンツに関係なく配信されるので、問題があります。
「Match-type」(照合タイプ):一致に関する演算子。ドロップダウンリストに含まれる
オプションの説明については、「演算子」セクションをご覧ください。
「Match values」(照合値):照合するファイルタイプの文字列または文字列リスト。

添付ファイルの最大サイズと検索するメッセージごとの最大時間を
/opt/pmx/etc/phrase.conf で設定できます。
注:
このテストでは、PureMessage がメッセージを検索できない場合も true が返されるた
め、検索できないメッセージの処理方法を指定するには、「Message failed to scan」
(検索できないメッセージ) テストを「Message contains word or phrase」(特定の語句
を含むメッセージ) テスト内で使用する必要があります。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
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「Message failed to scan」(検索できないメッセージ)
メッセージを検索できない場合に true を返します。このテストは、「Attachment name」
(添付ファイル名)、「Attachment true filetype」(添付ファイルのファイルタイプ)、
「Attachment type」(添付ファイルのタイプ)、「Message contains credit card number」
(クレジットカード番号を含むメッセージ)、「Message contains word or phrase」(特定
の語句を含むメッセージ)、および「Message contains suspicious attachments」(疑わ
しい添付ファイルを含むメッセージ) のコンテンツテスト内でのみ使用できます。
このテストは、主に、何らかの理由 (ファイルタイプを認識できないなど) で検索できな
いメッセージと不要なコンテンツを含むメッセージを区別するために使用されます (い
ずれの場合も各種コンテンツテストの戻り値は true であるため)。PureMessage により
許可または拒否される検索不可能なコンテンツの種類を指定するに
は、/opt/pmx/etc/scanlimit.d/ のファイルを編集します。「Message contains
word or phrase」(特定の語句を含むメッセージ) テストおよび「Message contains credit
card number」(クレジットカード番号を含むメッセージ) テストに対して検索不可能な
コンテンツオプションを設定するには、/opt/pmx/etc/scanlimit.d/phrase.conf
を使用します。添付ファイルのテストには、/opt/pmx/etc/scanlimit.d/tft.conf>
を使用します。
「Message has offensive content」(不快な表現のメッセージ)
メッセージに表示されるテキストを分析し、「Offensive Words」(不快な言葉) リスト
のコンテンツと比較します。このテストは、一致項目を検索する前に Base64/QuotedPrintable コード化テキストを復号し、HTML マークアップを排除します。
「Message is a bounce (Anti-Spam Module or Extended Policy Module)」(メッセージ
はバウンスメール (Anti-Spam Module または Extended Policy Module))
メッセージが配信不能レポートのメッセージの形式であるかどうかを解析します。
「Arguments」(引数) ボタンによって、「Use BATV to detect valid bounces」(BATV
を使用して有効なバウンスメールを検出) のオプションが表示されます。このオプショ
ンが選択されている場合、PureMessage では正規のバウンスメールに対してのみ特定の
アクションを実行ますBATV (Bounce Address Tag Validation) を使用しているメッセー
ジは、次の処理ステップにに渡されます。
このテストは外部ホストから送信されてきたメールに対して実行され、「Apply BATV
watermark」(BATV ウォーターマークを適用する) のアクションと連携して使用される必
要があります。このアクションは、ポリシーの「Mail from internal hosts section」(外部
ホストからのメールのセクション) で設定され、各送信メッセージにプライベートシグ
ネチャを追加します。
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このテストとアクションの両方が設定された場合、PureMessage でこのシグネチャが受
信メッセージに含まれている場合に検出できるようになります。これによって、
PureMessage では正規のバウンスメッセージと後方散乱のスパムメッセージとを区別で
きます。後方散乱メールの詳細については、ソフォスの Web サイトのサポートデータ
ベースの文章をご覧ください。
注:
プライベート BATV シグネチャは、/opt/pmx/etc/spam.d/batv.conf に保管され
ます。この設定ファイルは、PureMessage の複数サーバーの設定においてすべての
エッジサーバーにパブリッシュされる必要があります。
「Message is from blocked IP」(ブロックされた IP からのメッセージ)
SophosLabs の IP ブロックリストデータに対して送信者の IP アドレスをチェックしま
す。「IP Blocking Exception」(IP ブロッキングの例外) リスト、「Trusted Relay IPs」
(信頼できるリレー IP) リスト、および「Internal Hosts」(内部ホスト) リストに定義され
た IP アドレスは除外されます。
このテストは、MTA レベルの代わりにポリシーレベルで IP ブロッキングを実行します。
これは IP ブロッカサービスが実行されている場合にのみ有効です。ポリシーでこのテス
トを使用すると、ブロックされた IP アドレスからのメッセージをより柔軟に処理できま
すが、MTA レベルでメッセージを拒否する方法と比べて効果的ではありません。
ポリシーレベルで IP アドレスをブロックする場合も、「PureMessage Manager レファ
レンス」の「「Local Services」(ローカルサービス) タブ」セクションにある「MTA の
IP ブロッキングを有効または無効にする」の説明に従って拡張 IP ブロッキング機能を有
効にすることをお勧めします。
「Message size」(メッセージサイズ)
合計メッセージサイズを分析します。
「Never match」(照合しない)
メッセージを分析しません。このテストの戻り値は、常に false になります。このアク
ションは、メッセージの特徴に関係なく実行されます。
「Number of attachments」(添付ファイル数)
メッセージの添付ファイルの総数を分析します。
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「Number of recipients」(受信者数)
メッセージの受信者の総数を分析します。
「Percentage of 8-bit characters」(8ビット文字の割合)
メッセージ本文に含まれる 8ビット (非 ASCII) 文字の総数を分析します。メッセージが
7ビットのみ (すべて ASCII) かどうかをチェックするために使用します。
「Received header」(Received ヘッダ)
メッセージの Received ヘッダを分析します。
「Recipient's address」(受信者のアドレス)
メッセージの To、Cc、および Bcc の各ヘッダを分析します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Relay」(リレー)
メッセージをローカルドメインに渡すサーバーのホスト名または IP アドレスを分析しま
す。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Reply-to header」(Reply-to ヘッダ)
メッセージの Reply-to ヘッダを分析します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Sender's address」(送信者のアドレス)
メッセージの From ヘッダを分析します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Spam probability」(スパム確率)
メッセージのスパム確率を計算します。メッセージが複数のスパム確率テストを経由す
る場合、スパム確率のためのメッセージの検索は一度だけ行われ、そのスコアが保存さ
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れます。これにより、メッセージを何度も検索しなくても、さまざまなスパム確率範囲
に基づいて異なるアクションを実行できます。
「Spam rule hit」(スパムルールに一致)
メッセージが違反しているスパムルールの名前を分析し、自動的に「Spam probability」
(スパム確率) テストを実行します。設定されているルールのリストについては、
「Anti-Spam Rules」(スパム対策ルール) ページをご覧ください。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Subject」(件名)
メッセージの件名のコンテンツを分析します。
(複数のテストの式をサポートしています。詳細については、「テストの式」をご覧くだ
さい。)
「Verify Message DKIM Header」(メッセージの DKIM ヘッダを検証する)
重要 :
このテストの有効性を確保するには、ポリシー内でスパムテストの前にこのテストを
挿入することをお勧めします。変更などにより DKIM シグネチャの破損や削除が発生
する場合があるため、メッセージヘッダを変更するテストの前に、このテストを実行
することが極めて重要です。
DomainKeys Identified Mail (DKIM) は、メッセージの署名および検証に使用する認証フ
レームワークであり、送信者のドメインに基づいています。このテストは、送信アドレ
スのソースを検証して、認証を実行します。一部またはすべての送信メッセージに DKIM
シグネチャを追加するように PureMessage を設定するには、「定義済みのアクション」
セクションの「Sign message with DKIM header」(DKIM ヘッダでメッセージに署名す
る) をご覧ください。DKIM 検証は、使用できる DNS サーバーに保存されたパブリック
キーへのアクセスに依存します。テストを有効にするには、これも設定する必要があり
ます。一般的な情報については、www.dkim.org をご覧ください。
このテストは、DKIM シグネチャのメッセージヘッダを分析します。これにより、
PureMessage で DKIM シグネチャのあるメッセージのソースを検証できます。このテス
トでは、メッセージが指定された値に一致する場合に true が返されます。
以下の値で説明するさまざまな可能性に対応するには、複数のテストを作成します。
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「Configurable Values」(設定可能な値):
このテストに「Contains」(～を含む) および「Matches」(一致) などの一致に関する演
算子を使用する場合、横のテキストボックスに次の 4つの値のいずれかを入力します。
■

「pass」(合格) - シグネチャが検出され、検証されました。

■

「none」(なし) - DKIM シグネチャがありません。

■

「fail」(不合格) - DKIM シグネチャは存在しますが、検証できません。

■

「invalid」(無効) - 何らかの理由でメッセージを検証できません。たとえば、DNS タ
イムアウトや、DNS ホスト名が無効であるなどの原因が考えられます。

特定のテスト結果に基づいたメッセージの隔離を計画している場合、この理由のために
メッセージが隔離されていることをエンドユーザーに通知する隔離ダイジェストを作成
できます。詳細については、「PureMessage Manager レファレンス」の「Quarantine」
(隔離) タブのセクションにある「隔離ダイジェストルールの管理」をご覧ください。
関連概念
テスト式（?ページ）
演算子（?ページ）
テンプレート変数（?ページ）
アドレスマップ（?ページ）
定義済みのアクション（?ページ）
隔離ダイジェストルールを管理する（203ページ）
関連タスク
MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする（261ページ）
関連情報
www.dkim.org
pmx-policy
tft.conf
テスト式
メッセージ特性と演算子の設定によって、テスト式として入力するデータタイプが決ま
ります。たとえば、テストするメッセージ特性が「Attachment name」（添付ファイル
名）で、演算子が「Matches regex」(正規表現と一致) の場合は、テスト式として正規
表現を入力します。テストするメッセージ特性が「Spam probability」（スパム確率」
で、演算子が「Is over」(～より大きい) の場合は、テスト式として 1～99 の数字を入力
します。
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複数のテスト式
テストによっては複数のテスト式を使用できます。（テストがこれをサポートしている
場合は、メッセージ特性の説明に記載されています。）複数のテスト式を指定するに
は、式を引用符で囲んでカンマで区切ります。たとえば、選択したメッセージ特性を 2
つの電子メールアドレスと比較するには、次の形式でアドレスを入力します。
"address@domain.com","address2@domain.com"

演算子
一致演算子によって、メッセージ特性とテスト式との比較の種類が決まります。一致演
算子によって、テスト式として入力するデータの特性が決まります。
使用可能な一致演算子は、テストするメッセージ特性の種類によって、文字列とリスト
か数値式です。たとえば、テストでメッセージコンポーネントのサイズを分析する場合
は、演算子のリストに数値式が含まれます。テストでメッセージのテキストを分析する
場合は、演算子のリストに文字列とリストの式が含まれます。
選択した演算子によって、テスト式の入力用に表示されるテキストボックスの種類が異
なります。たとえば、一致演算子の「Is a member｣(～のメンバーである) を選択する
と、ドロップダウンリストが表示され、そこからポリシーのテスト式のリストを選択で
きます。「Matches regex｣(正規表現と一致) を選択すると、テキストボックスが表示さ
れ、テスト式として正規表現を入力します。「Is under｣(～より小さい) を選択すると、
テキストボックスが表示され、数字を入力できます。
一致演算子 - 文字列とリスト
■

■

■

■

■

「Contains」(～を含む):選択したメッセージ特性を、指定したテスト式と比較し、
メッセージ特性内にテスト式がある場合に、アクションを実行します。
「Does not contain」(～を含まない):選択したメッセージ特性を、指定したテスト式
と比較します。メッセージ特性内にテスト式がない場合に、アクションを実行しま
す。
「Is」(～である):選択したメッセージ特性を、指定したテスト式と比較します。テス
ト式と完全一致する場合に、アクションを実行します。
「Is not」(～ではない):選択したメッセージ特性を、指定したテスト式と比較します。
テスト式と完全一致しない場合に、アクションを実行します。
「Matches」(～と一致):ワイルドカードを使用して照合します。「?」文字は単一の
文字に一致し、「*」文字は文字グループと一致します。テスト式がメッセージ特性
と一致した場合に、ルールが true となります。
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■

■

■

■

「Does not match」(～と一致しない):ワイルドカードを使用して照合します。「?」
文字は単一の文字に一致し、「*」文字は文字グループと一致します。テスト式がメッ
セージ特性と一致しない場合に、ルールが true となります。
「Is a member of」(～のメンバーである):メッセージ特性を、指定したリスト内の項
目と比較します。リストにメッセージの構成要素が見つかった場合に、アクションを
実行します。
「Is not a member of」(～のメンバーではない):メッセージ特性を、指定したリスト
内の項目と比較します。リストにメッセージの構成要素が見つからなかった場合に、
アクションを実行します。
「Matches regex」(正規表現と一致):メッセージ特性を、指定した正規表現と比較し、
一致した場合にアクションを実行します。たとえば、正規表現を使用して、メッセー
ジの「Envelope to」(受信者) フィールドの内容をテストできます。ポリシールールの
テストやアクションで正規表現を使用する場合は、前後にスラッシュや大かっこを付
けません。ただし、コマンドラインでポリシースクリプトを手動で編集する場合は、
正規表現内でバックスラッシュおよび引用符の前にバックスラッシュを付けてそれら
の文字をエスケープする必要があります(PureMessage Manager では自動的にこれら
の文字がエスケープされます)。下記に例を示します。
— 正しい例
if (header "foo" :re "bar") if (header "content-type" :re
"text\\/plain")

— 誤った例
if (header "foo" :re "/bar/") if (header "content-type" :re
"text\/plain")

PureMessage ポリシー内で正規表現を使用する方法の詳細については、「正規表現
入門」をご覧ください。
■

「Does not match regex」(正規表現と一致しない):メッセージ特性を、指定した正規
表現と比較し、一致しない場合にアクションを実行します。ポリシールールのテスト
やアクションで正規表現を使用する場合は、前後にスラッシュや大かっこを付けませ
ん。円記号文字で円記号と引用符をエスケープする必要があります。ポリシーテスト
内の正規表現の使用例については、上記の「Matches regex」(正規表現と一致) をご
覧ください。PureMessageポリシー内で正規表現を使用する方法の詳細については、
「正規表現入門」をご覧ください。
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一致演算子 - 数字
数値演算子は、指定したメッセージ特性の数値を、式テキストボックスに入力した数字
と比較します。数値演算子には、大なり (>)、以上 (>=)、小なり (<)、以下 (<=)がありま
す。
メッセージ構成要素のサイズを分析する場合、デフォルトの測定単位はバイトです。サ
イズを別の測定単位で分析するには、テスト式テキストボックスに入力した数字に K (キ
ロバイト)、M (メガバイト)、または G (ギガバイト) を付けます。
2.2.3.3 アクションについて
アクションは、ルールで指定したテストが true の場合に実行されます。1つのルール内
に複数のアクションを定義でき、テスト結果が true の場合は、そのすべてが実行されま
す。
複数のアクションを指定すると、PureMessage では各アクションの下にボタンが表示さ
れます。アクションの実行順序を変えるには、上下方向の矢印を使用します。特定のア
クションを削除するには、「X」ボタンを使用します。
関連概念
テストについて（105ページ）
定義済みのアクション
以下に示すアクションは、PureMessage Manager のポリシーコンストラクタにある
「Execute actions and rules」(アクションおよびルールを実行) ドロップダウンリスト
から選択できます。
注:
PureMessage 5.2.1 以降では、一部のアクションで日本語文字を指定できます。詳細
については、リリース履歴のバージョン 5.2.1 のセクションをご覧ください。
「Accept the Message」(メッセージを承認する)
メッセージを指定された受信者へ配信します。
「Add banner」(バナーを追加する)
カスタムバナーをメッセージの本文またはヘッダに追加します。メッセージに HTML と
プレーンテキスト部分が混在している場合、バナーは両方に追加されます (「Ignore
these content-types」(これらのコンテンツタイプを無視する) を使用していない場合)。
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メッセージに複数のテキスト部分が含まれている場合、バナーは最初のテキストに追加
されます。
■

■

「Append banner to message body」(メッセージの本文にバナーを追加する):バナー
をメッセージの本文の最後に追加します。HTML 部分の場合、バナーは </BODY> タ
グの直前に挿入されます。</BODY> タグがない場合、バナーは </HTML> タグの直前
に挿入されます。
「Prepend banner to message body」(メッセージの本文の先頭にバナーを追加する):
バナーをメッセージの本文の先頭に挿入します。HTML 部分の場合、バナーは <BODY>
タグの直後に挿入されます。<BODY> タグがない場合、バナーは <HTML> タグの直後
に挿入されます。
注:
「Append banner to message body」(メッセージの本文にバナーを追加する) また
は「Prepend banner to message body」(メッセージの本文の先頭にバナーを追加
する) のいずれかを選択します。両方は選択できません。

■

■

■

■

■

「Banner character set」(バナーの文字セット):一致するメッセージ部分にのみ追加
されるバナーの文字セットを指定します。このフィールドには、特定の文字セットの
複数のエイリアスと一致する文字列または正規表現を使用できます。テストは大文字
と小文字を区別しません。たとえば、「Big[_-]5.*」と指定すると、メッセージが照
合され、「big5」、「Big-5」、および「BIG5-HKSCS」と宣言されているメッセージ
部分にバナーが追加されます。文字セットを指定しないと、バナーテキストはすべて
のメッセージ部分に追加されます。指定した文字セットがメッセージのどの部分とも
一致しない場合、バナーは追加されません。
「Add banner to specified header」(バナーを指定のヘッダに追加する):バナーをメッ
セージヘッダに追加します。そのヘッダの名前を指定します。
「Re-code header containing encoded word(s)」(コード化された語句を含むヘッダ
を再コード化する):ヘッダにコード化された語句が含まれている場合、バナーを追加
するときにその語句を再コード化します。テキストを先頭に追加するときに、バナー
の追加により、元のコード化されたヘッダが文字化けする場合、このオプションを使
用する必要があります。
「Ignore these content-types」(これらのコンテンツタイプを無視する):コンテンツ
タイプを無視します。たとえば、バナーをテキスト/プレーン部分にのみ追加するに
は、「text/html」と指定します。
「Enclose banner in HTML <PRE> tags」(バナーを HTML <PRE> タグで囲む):バナー
を HTML 部分に追加するときに HTML <PRE> タグで囲みます。これにより、レンダリ
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ングされた HTML では通常は保持されないテキストの書式設定 (改行やインデントな
ど) が保存されます。
■

■

「Data Type」(データ型):「File or String」(ファイルまたは文字列) フィールドで入
力したテキストが文字列 (「Verbatim」(逐語的)) またはファイル名 (「Filename」
(ファイル名)) のいずれであるかを指定します。
「File or String」(ファイルまたは文字列):「Data Type」(データ型) フィールドで
「Verbatim」(逐語的) を指定した場合は、このフィールドにバナーのテキストを入力
します (ASCII または Latin1 のみ)。「Data Type」(データ型) フィールドで「Filename」
(ファイル名) を指定した場合は、フルパスまたはファイル名を指定します。ファイル
のコンテンツはテキストである必要があります。ファイルは、ポリシーアクションで
指定した文字セットと同じ文字セットにする必要があります。
注:
バナーを逐語的と指定し、文字セットを使用する場合、以下の場合にのみ正常に追
加されます。
— iconv が utf8.conf で使用可能である
— 以下のいずれかの文字セットである
— UTF-8
— iso-2022-jp
— euc-jp
— Shift-JIS
— iso-8859-1
UTF-8 から iso-2022 への変換は、古いバージョンの iconv (Solaris 2.6 に同梱のバー
ジョンを含む) では正常に行われません。この制限に対処するために、バナーを追
加するときに、iso-2022-jp ファイルを使用してください。

「Add header」(ヘッダを追加する)
ヘッダをメッセージに追加します。ヘッダの名前を指定し、次にヘッダに含める値を指
定します。
テンプレート変数を使用して、メッセージヘッダに表示する値を指定します。
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「Add recipient(s)」(受信者を追加する)
「Redirect the message」(メッセージの転送先を変更する) (指定の受信者を変更します)
や「Forward to」(転送する) (BCC 受信者を追加します) ではなく、CC (カーボンコピー)
受信者をメッセージに追加します。
■

「Recipient Address」(受信者のアドレス):受信者のアドレスを指定します。複数の受
信者を指定するには、受信者の各アドレスを引用符で囲み、それらをカンマで区切り
ます。

「Apply BATV watermark」(BATV ウォーターマークを適用する)
送信メッセージに適用する場合、このアクションによって BATV (Bounce Address Tag
Validation) 識別子が各メッセージに追加され、PureMessage で正規のバウンスメッセー
ジと後方錯乱のスパムメッセージを区別できるようになります。
このアクションは、PureMessage ポリシーの「Mail from internal hosts」(内部ホストか
らのメール) のセクションで、「Mail from external hosts」(外部ホストからのメール) セ
クションの「Message is a bounce」(メッセージはバウンスメール) のテストと併せて設
定する必要があります。
「Policy」タブのドキュメントの「メッセージの特徴」のセクションの「メッセージは
バウンスメール」に関する説明もご覧ください。BATV の詳細については、ソフォスの
Web サイトのサポートデータベースの文章をご覧ください。
「Archive message to a file」(メッセージをファイルにアーカイブする)(Extended Policy
モデル)
メッセージのコピーが mbox 形式 (多くのメールリーダーと互換性がある) で指定のディ
レクトリに指定のファイル名で保存されます。
■

■

「Original Message (No Modifications)」(元のメッセージ (変更なし)):これを選択す
ると、変更されていない元のメッセージがアーカイブされます。このオプションを指
定しないと、PureMessage は、ポリシースクリプトのその時点までのメッセージに
対する変更をすべて含みます。
「Archive the message to a 'message store' directory」(メッセージをメッセージ ス
トアディレクトリにアーカイブする):これを選択すると、メッセージは、PureMessage
のメッセージ ストア ディレクトリとファイルアーキテクチャを使用して保存されま
す。メッセージストアが存在しない場合は、「File Name」(ファイル名) テキストボッ
クス (下記を参照) で指定した場所に作成されます。メッセージストアの詳細について
は、pmx-policy の man ページの pmx_archive セクションをご覧ください。
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■

「File Name」(ファイル名):アーカイブファイルへのパス。ファイルが既に存在する
場合は、上書きされます。最後のフォワードスラッシュ (/) に続くテキストはすべて
ファイル名として解釈されます。絶対パスを指定しないと、PureMessage ユーザー
のホームディレクトリ (/opt/pmx/home) に対する相対パスとして解釈されます。パ
スまたはファイル名を指定する必要があります。

「Change the envelope from address」(送信者アドレスを変更する)
メッセージの「 Envelope From」(送信者) アドレスを特定のアドレスに変更します。
「Clean the message of any viruses」(メッセージからウイルスを除去する)
ウイルスエンジンに、メッセージからウイルスを除去するよう指示します。除去に失敗
した場合、メッセージは隔離され、指定の「Failure Template File」(不具合に関するテ
ンプレートファイル) に基づいて受信者に送られます。
■

「Failure Template File」(不具合に関するテンプレートファイル):不具合に関するデ
フォルトのテンプレートファイルである cantclean.tmpl を指定します。カスタム
のテンプレートファイルを作成する場合は、そのファイルを適切な言語に固有の
/opt/pmx/etc/templates/<language>/virus.d ディレクトリに配置するか、
またはフルパスを指定します。

「Collect attachment statistics in message log」(メッセージログに添付ファイルの統
計を収集する)
メッセージログに以下のエントリを書き込みます。
■

添付ファイル名

■

添付ファイルのタイプ

■

添付ファイルのサイズ

■

添付ファイルの数

「Copy the message to quarantine」(メッセージを隔離ディレクトリにコピーする)
メッセージのコピーを隔離ディレクトリに保存します。このコマンドは、メッセージの
配信には影響を与えません。複数回呼び出すと、メッセージの複数のコピーが隔離ディ
レクトリに保存されます。隔離ディレクトリに保存されたコピーには、その時点までに
発生したアクションによってメッセージに対して行われたすべての変更が含まれます。
■

「Quarantine Reason」(隔離の理由):隔離の理由を指定します。

PureMessage for UNIX | PureMessage Manager レファレンス | 127

「Custom policy mark」(カスタムのポリシーマーク)
メッセージをキーと値のペアでマークします。このアクションは、カスタムポリシーレ
ポートにおいてのみ使用される必要があります。詳細については、「管理者レファレン
ス」の管理グループのセクションの 「レポートを参照および管理する」をご覧くださ
い。マークはメッセージの処理中に蓄積され、メッセージログに書き込まれます。これ
らのマークを使用して、カスタマイズされた統計レポートを生成できます。
■

「Log only one mark per message for the specified key」(指定されたキーのメッセー
ジごとに 1つのマークをログに記録する)これが選択されている場合、PureMessage
は任意の指定キーごとにメッセージログに 1つのマークを追加します。キーに関連す
るアクション数にかかわらず、1つのマークのみがログに記録されます。

■

「Key」(キー):マークのキーを入力します。

■

「Value」(値):キーと関連付ける値を入力します。

「Delete header」(ヘッダを削除する)
指定のヘッダを削除します。
■

■

「Header Name」(ヘッダ名):ヘッダの名前を指定します。
「Index」(インデックス):メッセージ内にヘッダが複数存在する場合に、どのヘッダ
を削除するかを指定します。最初のヘッダは「0」、2番目のヘッダは「1」、以下同
様に指定します。

「Deliver immediately for」(すぐに配信する)
指定の受信者について、以降の処理を行わないようにメッセージを指定できます。
「envelope to」(受信者) アドレスと、「Arguments」(引数) ダイアログボックスで指定
したリストまたは個々のアドレスを比較します。たとえば、ユーザーのメールでスパム
をチェックしないようにするには、スパム検出ルールの前に「Deliver immediately for」
(すぐに配信する) アクションを作成します。
メッセージは配信のキューに入れられ、pmx-queue プログラムが実行されたときに配
信されます (pmx-queue はスケジュールジョブとして設定されます)。
■

■

「Except」(例外):これによって、後の処理を行わないような指定を無効にして、逆に
処理が実行されるように指定できます。つまり、以下のオプションで指定された内容
に一致するメッセージには、その後の処理が実行され、それ以外のものについては後
の処理が実行されずに配信されることになります。
「Match-type」(照合タイプ):肯定的な照合タイプ (「Contains」(～を含む)、「Is」
(～である)、「Is a member of」(～のメンバーである)、「Matches」(一致)、および
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「Matches regex」(正規表現と一致)) のみを指定できます。たとえば、「Deliver
immediately for」(すぐに配信する) アクションは、正規表現の使用を、例外の照合タ
イプとしてサポートしています。ポリシールールのテストやアクションで正規表現を
使用する場合は、前後にスラッシュや大かっこを付けません。ただし、コマンドライ
ンでポリシースクリプトを手動で編集する場合は、正規表現内でバックスラッシュお
よび引用符の前にバックスラッシュを付けてそれらの文字をエスケープする必要があ
ります(PureMessage Manager では自動的にこれらの文字がエスケープされます)。
PureMessage ポリシー内で正規表現を使用する方法の詳細については、「正規表現
入門」をご覧ください。
■

「Key-list」(キーリスト):リスト ID または 1つ以上のメールアドレスをこのフィール
ドに入力します。複数のアドレスを指定するには、各アドレスを引用符で囲み、それ
らをカンマで区切ります。

「Discard the message」(メッセージを破棄する)
MTA (Mail Transfer Agent) にメッセージを破棄するよう指示します。
「Drop attachment」(添付ファイルを除外する)
添付ファイルを破棄しますが、メッセージは配信します。このアクションは、メッセー
ジ添付ファイルの特性をチェックするテストでのみ使用できます。メッセージに複数の
添付ファイルがある場合、テストに関連付けられている添付ファイルは除外されます。
「Forward to」(転送する)
メッセージを (ブラインド カーボン コピーを介して) 指定のアドレスに転送します。こ
のアクションは、メッセージのコピーを、次に配信する送信キューに書き込みます。
■

「Address」(アドレス):アドレスを指定します。複数の受信者を指定するには、各ア
ドレスを引用符で囲み、それらをカンマで区切ります。

「Log the message with key/value pair」(メッセージとキー/値のペアをログ記録する)
メッセージをキーと値のペアでマークします。マークはメッセージの処理中に蓄積さ
れ、処理が停止したときにメッセージログに書き込まれます。これらのマークは、「Policy
Mark Hits」(ポリシーマークのヒット数) レポートを生成するときに使用できます。この
レポートはメッセージログのキーワードおよびキーの数を示します。
■

「Key」(キー):マークのキーを入力します。

■

「Value」(値):キーと組み合わせる値を入力します。
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「Log the message with keyword」(メッセージとキーワードをログ記録する)
メッセージを指定のキーでマークします。マークはメッセージの処理中に蓄積され、処
理が停止したときにメッセージログに書き込まれます。これらのマークは、「Policy
Mark Hits」(ポリシーマークのヒット数) レポートを生成するときに使用できます。この
レポートはメッセージログのキーワードおよびキーの数を示します。キーワード文字列
は、最大 64文字の英数字とアンダースコアで構成できます。
■

「Key」(キー):キー値を入力します。

「Map recipients」(受信者をマッピングする)
指定の受信者を指定のアドレスマップに対してマッピングします。指定の受信者はアド
レスマップで検索され、ソースアドレスと一致した場合、アドレスマップで定義された
送信先アドレスに置き換えられます。
アドレスマップを空の「Map To」(マッピング先) 値で構成することも可能で、この場合
はメッセージが削除されます。
■

「Map ID」(マップ ID):目的のマップの ID コードを指定します。

「Notify」(通知)
通知メールをメッセージの送信者または受信者に送信します。通知について以下のフィー
ルドを設定できます。
■

■

■

■

「Notify who?」(通知の対象者):通知をメッセージの受信者または送信者のいずれに
送信するかを指定します。
「Data Type」(データ型):「Notification data」(通知データ) フィールドで入力したテ
キストが文字列 (「Verbatim」(逐語的)) またはファイル名 (「Filename」(ファイル
名)) のいずれであるかを指定します。
「Map」(マップ):「Notify who?」(通知の対象者) フィールドで指定したアドレスをア
ドレスマップに対してマッピングするには、チェックボックスを選択し、目的のマッ
プ ID を入力します。
「Notification Data」(通知データ):「Data Type」(データ型) フィールドで「Verbatim」
(逐語的) を指定した場合は、このフィールドに通知のテキストを入力します。「Data
Type」(データ型) フィールドで「Filename」(ファイル名) を指定した場合は、フルパ
スまたはファイル名を指定します。ファイルのコンテンツはプレーンテキストである
必要があります。
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「Quarantine the message」(メッセージを隔離する)
隔離ディレクトリにメッセージをコピーし、メールの受信者にメッセージを配信しませ
ん。
■

「Reason」(理由):隔離の理由を入力します。

「Redirect the message」(メッセージの転送先を変更する)
指定の受信者のアドレスをすべて指定のアドレスに置き換えます。
■

「Address」(アドレス):目的のアドレスを入力します。複数のアドレスを指定するに
は、各アドレスを引用符で囲み、それらをカンマで区切ります。

「Reject the message」(メッセージを拒否する)
MTA (Mail Transfer Agent) にメッセージを拒否するよう指示します。
■

■

■

「SMTP Return Code」(SMTP リターンコード):オプションで、MTA の応答に使用す
る SMTP リターン コード パラメータを入力します。デフォルトは 550 です。
「ESMTP Status / Error Code」(ESMTP ステータス/エラーコード):オプションで、
MTA の応答に使用する拡張 SMTP ステータス/エラーコードを入力します。
「Reason」(理由):拒否の理由を指定します。送信者は、メッセージが戻ってきたと
きにその理由を受け取ります。

「Rename attachment」(添付ファイルの名前を変更する)
添付ファイルの名前を変更します。置換文字列では、%%ATTACHMENT_NAME%% テン
プレート変数を使用して、置換名に元のファイル名を指定できます (たとえ
ば、%%ATTACHMENT_NAME%%.warning)。
「Replace header」(ヘッダを置換する)
指定のヘッダの値を指定の値に置き換えます。この値に使用できるテンプレート変数の
リストについては、「Add header」(ヘッダを追加する) アクションをご覧ください。
ヘッダが存在しない場合は、このアクションにより追加されます。
■

■

■

「Index」(インデックス):メッセージ内にヘッダが複数存在する場合に、どのヘッダ
を削除するかを指定します。最初のヘッダは「0」、2番目のヘッダは「1」、以下同
様に指定します。
「Header Name」(ヘッダ名):ヘッダ名を指定します。
「Header Value」(ヘッダ値):ヘッダの新しい値を指定します。値が指定されていない
場合、ヘッダは削除されず、値がないヘッダになります。
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「Replace message part」(メッセージ部分を置換する)
添付ファイル、またはメッセージの本文全体を、カスタムのテキストまたはファイルで
置き換えます。添付ファイルのテストと同じルールで使用する場合、一致する添付ファ
イルが置き換えられます。これ以外の状況で使用する場合、メッセージの本文全体が置
き換えられます。
■

■

■

■

「New Body Content-Type」(新しい本文のコンテンツタイプ):置き換えた部分で使用
するコンテンツタイプを指定します。デフォルトは「text/plain」(テキスト/プレー
ン) です。
「New Body Transfer-Encoding」(新しい本文の転送エンコーディング):置き換えた
部分で使用する転送エンコーディングを指定します。デフォルトは「7bit」(7ビット)
です。サポートされている転送エンコーディングは、UTF-8、7ビット、8ビット、
base64、quoted-printable、バイナリです。
「Data Type」(データ型):「File or String」(ファイルまたは文字列) フィールドで入
力したテキストが文字列 (「Verbatim」(逐語的)) またはファイル名 (「Filename」
(ファイル名)) のいずれであるかを指定します。
「File or String」(ファイルまたは文字列):「Data Type」(データ型) フィールドで
「Verbatim」(逐語的) を指定した場合は、このフィールドに通知のテキストを入力し
ます。「Data Type」(データ型) フィールドで「Filename」(ファイル名) を指定した
場合は、フルパスまたはファイル名を指定します。ファイルのコンテンツは、指定し
た本文のコンテンツタイプと一致する必要があります。

ファイルまたは文字列では、以下のテンプレート変数を使用できます。
■

■

■

%%ATTACHMENT_NAME%%:添付ファイルのファイル名 (Content-Disposition ヘッダ
により指定)
%%ATTACHMENT_TYPE%%:添付ファイルのコンテンツタイプ (Content-Type ヘッダ
により指定)
%%ATTACHMENT_SIZE%%:添付ファイルのサイズ

「Route message」(メッセージを転送する)
メッセージを指定のサーバーまたは複数のサーバーに転送します。通常はアーカイブま
たは暗号化のために行います。メッセージの転送先のサーバーの IP アドレスまたは完全
修飾ホスト名を 1つ以上入力します。たとえば、カスタマサービス部門に送信される各
メッセージのコピーを、個別のサーバーにアーカイブできます。
■

「Server(s)」(サーバー):送信側のサーバーの IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を
1つ以上入力します。
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■

■

「Route a copy of the message」(メッセージのコピーを転送する):メッセージを処理
して、送信先に送信することに加え、メッセージのコピーも指定のサーバーに送信し
ます。このオプションを使用しない場合、メッセージは、受信者ではなく、指定の
サーバーに転送されます。
「Disable bounces」(返送を無効にする):指定のルーティングサーバーが使用できな
い場合は、メッセージを戻しません。デフォルトでは、メッセージは元の送信者に戻
されます。元の送信者は、テンプレート
/opt/pmx/etc/templates/Language_Dir/bounce-on-failure.tmpl で定義
された通知を受け取ります。
重要 :
「Route message」(メッセージを転送する) アクションを使用するときは、ここで指
定するリレーが、転送アクションを実行したサーバーと同じサーバーを経由してメー
ルを配信するメールサーバーでないことを確認してください。この場合、PureMessage
では、メールが配信されず、連続ループに転送されます。
注:
最新バージョンの PureMessage にアップグレードするとき
に、/opt/pmx/postfix/etc/main.cf の smtp_generic_maps 設定に関連するエ
ラーメッセージが表示されたら、以下の手順を実行してください。
1. ポリシー転送は pcre マップとのみ機能するので、smtp_generic_maps 設定はタイ
プ pcre にする必要があります。下記に例を示します。
smtp_generic_maps=pcre:PathToMapFile

2. pcre マップファイルで、ファイルの末尾に別個の行で以下に示す正規表現を追加
します。
/(.*)%(.*)@.*/$1@$2

3. ルートユーザーとして、/opt/pmx/postfix/etc で make を実行します。
これらの手順は、外部の Postfix インストールを使用している場合も必要な場合があり
ます。同じ手順に従い、さまざまなファイルの場所を調整します。

「Set a template variable」(テンプレート変数を設定する)
テンプレート変数を shell コマンドで初期化します。このアクションは、shell コマンド
を実行し、後続のテストおよびアクションで使用できるテンプレート変数に出力を渡し

PureMessage for UNIX | PureMessage Manager レファレンス | 133

ます。shell コマンドで %%MESSAGE_FILE%% テンプレートを使用して、メッセージを
含むファイルのファイル名を決定します。
■

■

「Variable」(変数):テンプレート変数名を指定します。大文字の英数字とアンダース
コアのみを使用できます。
「Shell Command」(shell コマンド):実行する shell コマンドを指定します。

「Sign message with DKIM header」(DKIM ヘッダでメッセージに署名する)
DomainKeys Identified Mail (DKIM) は、メッセージの署名および検証に使用する認証フ
レームワークであり、送信者のドメインに基づいています。このアクションは、固有の
DKIM シグネチャで送信メッセージに署名します。受信メッセージの DKIM シグネチャを
検出して検証するよう PureMessage を設定するには、「メッセージの特徴」セクショ
ンの「Verify message DKIM header」(メッセージ DKIM ヘッダを検証する) をご覧くだ
さい。
このアクションを有効にするには、/opt/pmx/etc/dkim.conf を設定する必要があり
ます。この設定ファイルには、必要な署名オプションと、DKIM シグネチャを作成する
ときに使用するプライベートキーの場所が含まれています。同じドメイン内の複数の
PureMessage サーバーで、メール配信のための 1つのシグネチャを共有するには、プラ
イベートキーの場所も DomainKeys-Identified-Mail パブリケーションに追加する必要が
あります。設定手順については、dkim.conf の man ページ、および「PureMessage
Manager レファレンス」の「Server Groups」(サーバーグループ) タブのセクションの
「パブリケーションの管理」をご覧ください。
DKIM シグネチャはプライベートキーへのアクセスに依存します。アクションを有効に
するには、これも設定する必要があります。一般的な情報については、www.dkim.org
をご覧ください。
このアクションは、シグネチャをメッセージに付加するので、PureMessage ポリシーの
「Mail from internal hosts」(内部ホストからのメール) セクションのルールにのみ適用さ
れます。
「Stop processing」(処理を停止する)
このアクションをルールに追加すると、ルールが該当した場合に後続のルールの処理を
中止します。「add rule」(ルールを追加する) または「Add Alternative」(代替ルールを
追加する) をクリックして新しいルールを作成すると、「Stop processing」(処理を停止
する) アクションがデフォルトで追加されます。
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「Tempfail the message」(一時的な失敗のメッセージ)
MTA に SMTP エラーコード 421 (サービス使用不可) を返すよう指示します。
「Write an entry to pmx_log」(エントリを pmx_log に書き込む)
pmx.conf 設定ファイルの log_to パラメータで指定したように、メッセージを
PureMessage ログファイルにログ記録します。
■

■

「Priority String」(優先順位の文字列):ログエントリの優先順位を入力します。使用
できる文字列は、DEBUG、INFO、NOTICE、WARNING、ERR、CRIT、ALERT、EMERG
です。
「Message String」(メッセージ文字列):ログ記録するメッセージのテキストを入力し
ます。

「Write test data to message log」(メッセージログにテストデータを書き込む)
このアクションはポリシーテストに使用されます。テストを実行すると、このアクショ
ンはマーカーをメッセージログに書き込み、そのマーカーを使用して、ポリシーフィル
タを介してテストメッセージの進行を追跡します。このアクションは、ポリシーテスト
を実行するためにポリシーで定義する必要があります。
関連概念
メッセージの特徴（?ページ）
パブリケーションを管理する（271ページ）
関連タスク
リストまたはマップを作成する（154ページ）
関連情報
pmx-policy
pmx-queue
dkim.conf
www.dkim.org
テンプレート変数
事前定義された変数には、バナーやヘッダーに使用できるものがあります。以下に示す
事前定義の変数から選択するか、「Set a template variable」(テンプレート変数の設定)
アクションを使用して変数を作成します。
以下の変数は常に使用できます。
■

%%PMX_VERSION%%:PureMessage のバージョン。
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■

%%SUBJECT%%:メッセージの件名。複数の件名ヘッダーがある場合は、最後に表示
された件名が使用されます。

■

%%MESSAGE_SIZE%%:メッセージのサイズ (バイト単位)。

■

%%HEADER_SIZE%%:メッセージヘッダーのサイズ (バイト単位)。

■

%%BODY_SIZE%%:本文のサイズ (バイト単位)。

■

%%QUEUE_ID%%:メール転送エージェントのキュー ID。

■

%%SENDER_IP%%:送信者の IP アドレス。

■

%%DATETIME%%:ローカルの日時を表す文字列 (例 : Thu Apr 24 12:49:28 2003)。

■

%%DATETIME_GMT%%:グリニッジ標準時を表す文字列 (例 : Thu Apr 24 12:49:28
2003)。

■

%%ENVELOPE_TO%%:メールの受信者をカンマで区切ったリスト。

■

%%ENVELOPE_FROM%%:メールの送信者。

■

%%HEADER_FROM%%:メッセージヘッダーの差出人フィールド。

■

■

■

%%HEADER_TO%%:メッセージヘッダーの宛先フィールド。宛先フィールドの内容は
すべてカンマ区切りのリストで返されます。
%%HEADER_CC%%:メッセージヘッダーのコピー先フィールド。.コピー先フィールド
の内容はすべてカンマ区切りのリストで返されます。
%%HEADER_DATE%%:メッセージヘッダーの日付フィールド。

以下の変数は、スパム確率テストの実行後にのみ使用できます。GAUGE 変数は数字以外
の文字でスパム確率のパーセンテージを表します。これは、数字による比較を実行でき
ないクライアント メール プログラムが多いからです。
■

%%GAUGE%%:件名スタイルの基準。少なくとも 1 つの「#」が常に追加され、メッ
セージに 0～50% のスパムが含まれていることを示します。pmx_spam_prob に入力さ
れている引数を 10% 超えるごとに '#' が 1つ追加されます。

■

%%XGAUGE%%:絶対判定基準、確率 10% ごとに「X」文字が 1つ付きます。

■

%%SGAUGE%%:絶対判定基準、確率 10% ごとに「*」文字が 1つ付きます。

■

■

%%IGAUGE%%:絶対判定基準、XGAUGE レベルの後 1% ごとに「I」文字が 1つ付きま
す。
%%PROB%%:スパム確率 (NN%)。
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■

%%HITS%%:スパムエンジンが検出したすべてのルールのリスト。カスタムルール名
にはプラス記号、変更されたデフォルトルール名には感嘆符が付きます。下記に例を
示します。
MY_CUSTOM_RULE+ 4, OVERRIDDEN_RULE!2, DEFAULT_RULE 1.1

■

%%SPAM_REPORT%%:ルール名、ルールの説明、ルールのスコアなど、メッセージ
によってトリガーされた各ルールの詳細なリスト。カスタムルール名にはプラス記
号、変更されたデフォルトルール名には感嘆符が付きます。下記に例を示します。
MY_CUSTOM_RULE+
OVERRIDDEN_RULE!
DEFAULT_RULE

4.000
2.000
1.100

Site rule
Default rule description
Default rule description

以下の変数は、「Message is from blocked IP」(ブロックされた IP からのメッセージ)
または「Message contains a virus」(ウイルスに感染したメッセージ) テストの実行後に
使用できます。
■

■

%%BLOCKLIST_REASON%%:IP を基にメッセージをブロックする理由 (SophosLabs
ブロックリストデータで指定)。SMTP セッションで表示される「reply」文字列と同
じです。「Message is from blocked IP」(ブロックされた IP からのメッセージ) メッ
セージにテストを実行した後で使用できます。
%%VIRUS_IDS%%:メッセージから検出されたウイルスの ID (W32/Klez.h@MM など)。
「Message contains a virus」(ウイルスに感染したメッセージ) メッセージにテスト
を実行した後で使用できます。

以下の変数は、特定のテストまたはアクションを含んでいるルール内で使用できます。
■

■

■

■

%%ATTACHMENT_NAME%%:添付ファイル名。「Rename attachment」(添付ファイ
ル名の変更) および「Replace body」(本文の置き換え) アクションを使用してルール
内で使用可能。
%%ATTACHMENT_NAMES%%:添付ファイルすべてのリスト。「Attachment name」
(添付ファイル名)、「Attachment size」(添付ファイルのサイズ)、「Attachment
type」(添付ファイルの種類) テスト、または「Rename attachment」(添付ファイル
名の変更) アクションを使用してルール内で使用可能。
%%ATTACHMENT_SIZE%%:添付ファイルのサイズ。「Replace message part」(メッ
セージ部分の置き換え) アクションで展開されます。
%%ATTACHMENT_TYPE%% 添付ファイルのコンテンツの種類 (Content-Type ヘッダー
の情報)。「Replace message part」(メッセージ部分の置き換え) アクションで展開
されます。
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2.2.3.4 新規ルールを追加する
1. 「Policy」(ポリシー) タブのデフォルトページで、最下部にある「add main rule」
(メインルールを追加) をクリックします。
これにより、デフォルトの PureMessage ポリシースクリプト内で Mail from internal
hosts (内部ホストからのメール) および Mail from external hosts (外部ホストからの
メール) と同じレベルで新規ルールが作成されます。
2. 「(New Rule)」(新規ルール) テキストボックスに分かりやすいタイトルを入力しま
す。
3. 「<select the test>」(テストを選択) ドロップダウンリストで、使用するテストをク
リックします。
選択するテストに応じて、追加のテキストボックスが表示されることがあります。
これを適切に選択するか入力する必要があります。ここで選択できる項目の詳細に
ついては、「テストについて」をご覧ください。
注:
オプションとして、「add test」(テストを追加) をクリックして、テストを複数追
加することができます。また、不要なテストを削除することもできます。そのため
には、削除するテストの行の直下にある削除アイコン [x] をクリックします。
4. 「actions」(アクション) ドロップダウンリストで、使用するアクションを選択しま
す。
選択するアクションに応じて、追加のテキストボックスが表示されることがありま
す。これを適切に選択するか入力する必要があります。ここで選択できる項目の詳
細については、「アクションについて」をご覧ください。
注:
オプションとして、実行するアクションの一部としてルールを追加したり、「add
test」(テストを追加) をクリックして、アクションを複数追加したりすることがで
きます。また、不要なルールまたはテストを削除することもできます。そのために
は、削除するルールまたはテストの行の直下にある削除アイコン [x] をクリックし
ます。複数のテストの順序を変更することもできます。そのためには、該当する行
の直下にある上向きまたは下向きの矢印アイコンをクリックします。
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5. 新規ルールの「Save」(保存)、「Cancel」(キャンセル)、「Copy」(コピー)、「Cut」
(切り取り)、または「Delete」(削除) を行うか、またはルールの「Add Alternative」
(代替を追加) を適切に行います。
ポリシーの編集中は、編集内容は一時ファイル (policy.siv.edit) に保存されま
す。変更内容は、「Commit」(確定) するまでは有効になりません。編集対象のルー
ルを選択するときには、次のボタンを使用することができます。
■

■

■

■

■

■

■

「Save」(保存):変更内容を一時的なポリシーファイル policy.siv.edit に書き
込みます。
「Cancel」(キャンセル):変更内容を一時的なポリシーファイルに書き込まずに削
除します。
「Copy」(コピー):現在のルールを (関連付けられたテストとアクションと共に) コ
ピーします。その内容をポリシースクリプトの任意の箇所に貼り付けることがで
きます。
「Cut」(切り取り):ルールを (関連付けられたテストとアクションと共に) 現在の
位置から削除します。その内容をポリシースクリプトの任意の箇所に貼り付ける
ことができます。
「Delete」(削除):関連付けられたテストとアクションも含めて、ルール全体を削
除します。
「Paste」(貼り付け):直前に切り取りまたはコピーしたルールを、現在選択されて
いるルールの直後に挿入します。新規ルールは、階層内で先行するルールと同じ
レベルで表示されます。ルールは状況に応じて、「IF」ルールまたは「ELSEIF」
ルールとして追加されます。一連のネストされたルール内で最後のルール (「ELSE」
ルール) で「Paste」(貼り付け) ボタンをクリックするか、新規ルールが単独で機
能する「IF」ルールである場合、新しい「IF」ルールが追加されます。ただし、
「ELSEIF」または「ELSE」ルールの前にある「ELSEIF」ルールまたは「IF」ルー
ルであるルールで「Paste」(貼り付け) ボタンをクリックすると、新しい「ELSEIF」
ルールが追加されます。
「Add Alternative」(代替を追加):複数のルールをポリシーの同じ階層レベルで指
定することができます。2 番目のルールを「Add Alternative」(代替を追加) ボタ
ンを使用して指定すると、新規ルールと上のルールとの間に「OR」条件が作成さ
れます。したがって、2 番目のルールは最初のルールのテストが真でない場合に
のみ実行されます。複数のルールを「add rule」(ルールを追加) ボタンを使用して
追加すると、新規ルールと上のルールとの間に「AND」条件が作成されます。最
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初のルールのテストが真であるかどうかにかかわらず、それ以降のルールが処理
されます。
注:
ルールの順序は重要なので、「Copy」(コピー)、「Cut」(切り取り)、および
「Paste」(貼り付け) の各オプションは重要です。詳細については、「ポリシー
ルール: 処理順序」をご覧ください。
6. 「Commit」(確定)、「Revert」(復元)、または「Source Diff」(ソースの差分) の生
成を行います。
ポリシーの編集中は、編集内容は一時ファイル policy.siv.edit に保存されま
す。ポリシーを必要なだけ十分に変更し終わった場合、次のアクションをどれでも
実行できます。
■

「Commit」(確定):一時的なポリシーファイル (policy.siv.edit) を「ライブ」
のポリシーファイル (policy.siv) に書き込みます。
注:
変更したポリシーをテストしてから確定することを強くお勧めします。この手
順については、「現在のポリシーをテストする」をご覧ください。

■

■

■

「Revert」(復元):一時的なポリシーファイル (policy.siv.edit) を削除して、
変更されていないポリシーファイル (policy.siv) の表示に戻ります。
「Source Diff」(ソースの差分):一時的なポリシーファイルのソースコードを比較
した内容を表示します。このファイルには、現在の「ライブ」のポリシーファイ
ルで変更されて変更内容が示されます。
「see the source」(ソースを参照):変更内容を格納した一時的なポリシーファイ
ルのソースコードを表示します。ソースコードを編集するには、ファイル名をク
リックします。グラフィカルなポリシーエディタに戻るには、「go to constructor
mode」(コンストラクタモードに移行) をクリックします。

関連概念
テストについて（105ページ）
アクションについて（122ページ）
関連タスク
ポリシールール :処理順序（104ページ）
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現在のポリシーをテストする（151ページ）
2.2.3.5 既存のルールを編集する
1. 「Policy」(ポリシー) タブのデフォルトページで、編集するルールの名前をクリック
します。
編集可能な空欄のテキストボックスのある「Rules」(ルール) ページが再度表示され
ます。
2. 「<rule name>」(ルール名) テキストボックスで、必要に応じてタイトルを変更しま
す。このタイトルは、「Policy」(ポリシー) タブのデフォルトページにあるルールツ
リーに表示されます。
3. 「<test>」(テスト) ドロップダウンリストで、必要に応じて別のテストを選択しま
す。
選択するテストに応じて、追加のテキストボックスが表示されることがあります。
これを適切に選択するか入力する必要があります。ここで選択できる項目の詳細に
ついては、「テストについて」をご覧ください。
注:
オプションとして、「add test」(テストを追加) をクリックして、テストを複数追
加することができます。また、該当する行の直下にある削除アイコン [x] をクリッ
クして、不要なテストを削除することもできます。複数のテストの順序を変更する
こともできます。そのためには、該当する行の直下にある上向きまたは下向きの矢
印アイコンをクリックします。
4. 「actions」(アクション) ドロップダウンリストで、使用するアクションを選択しま
す。
選択するアクションに応じて、追加のテキストボックスが表示されることがありま
す。これを適切に選択するか入力する必要があります。ここで選択できる項目の詳
細については、「アクションについて」をご覧ください。
注:
オプションとして、実行するアクションの一部としてルールを追加したり、「add
test」(テストを追加) をクリックして、アクションを複数追加したりすることがで
きます。また、不要なルールまたはテストを削除することもできます。そのために

PureMessage for UNIX | PureMessage Manager レファレンス | 141

は、削除するルールまたはテストの行の直下にある削除アイコン [x] をクリックし
ます。
5. 変更したルールの「Save」(保存)、「Cancel」(キャンセル)、「Copy」(コピー)、
「Cut」(切り取り)、または「Delete」(削除) を行うか、またはルールの「Add
Alternative」(代替を追加) を適切に行います。
ポリシーの編集中は、編集内容は一時ファイル (policy.siv.edit) に保存されま
す。変更内容は、「Commit」(確定) するまでは有効になりません。編集対象のルー
ルを選択するときには、次のボタンを使用することができます。
■

■

■

■

■

■

■

「Save」(保存):変更内容を一時的なポリシーファイル policy.siv.edit に書き
込みます。
「Cancel」(キャンセル):変更内容を一時的なポリシーファイルに書き込まずに削
除します。
「Copy」(コピー):現在のルールを (関連付けられたテストとアクションと共に) コ
ピーします。その内容をポリシースクリプトの任意の箇所に貼り付けることがで
きます。
「Cut」(切り取り):ルールを (関連付けられたテストとアクションと共に) 現在の
位置から削除します。その内容をポリシースクリプトの任意の箇所に貼り付ける
ことができます。
「Delete」(削除):関連付けられたテストとアクションも含めて、ルール全体を削
除します。
「Paste」(貼り付け):直前に切り取りまたはコピーしたルールを、現在選択されて
いるルールの直後に挿入します。新規ルールは、階層内で先行するルールと同じ
レベルで表示されます。ルールは状況に応じて、「IF」ルールまたは「ELSEIF」
ルールとして追加されます。一連のネストされたルール内で最後のルール (「ELSE」
ルール) で「Paste」(貼り付け) ボタンをクリックするか、新規ルールが単独で機
能する「IF」ルールである場合、新しい「IF」ルールが追加されます。ただし、
「ELSEIF」または「ELSE」ルールの前にある「ELSEIF」ルールまたは「IF」ルー
ルであるルールで「Paste」(貼り付け) ボタンをクリックすると、新しい「ELSEIF」
ルールが追加されます。
「Add Alternative」(代替を追加):複数のルールをポリシーの同じ階層レベルで指
定することができます。2 番目のルールを「Add Alternative」(代替を追加) ボタ
ンを使用して指定すると、新規ルールと上のルールとの間に「OR」条件が作成さ
れます。したがって、2 番目のルールは最初のルールのテストが真でない場合に
のみ実行されます。複数のルールを「add rule」(ルールを追加) ボタンを使用して
追加すると、新規ルールと上のルールとの間に「AND」条件が作成されます。最
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初のルールのテストが真であるかどうかにかかわらず、それ以降のルールが処理
されます。
注:
ルールの順序は重要なので、「Copy」(コピー)、「Cut」(切り取り)、および
「Paste」(貼り付け) の各オプションは重要です。詳細については、「ポリシー
ルール: 処理順序」をご覧ください。
6. 「Commit」(確定)、「Revert」(復元)、または「Source Diff」(ソースの差分) の生
成を行います。
ポリシーの編集中は、編集内容は一時ファイル policy.siv.edit に保存されま
す。ポリシーの変更が完了すると、次のアクションを実行できます。
■

「Commit」(確定):一時的なポリシーファイル (policy.siv.edit) を「ライブ」
のポリシーファイル (policy.siv) に書き込みます。
注:
変更したポリシーをテストしてから確定することを強くお勧めします。この手
順については、「現在のポリシーをテストする」をご覧ください。

■

■

■

「Revert」(復元):一時的なポリシーファイル (policy.siv.edit) を削除して、
変更されていないポリシーファイル (policy.siv) の表示に戻ります。
「Source Diff」(ソースの差分):一時的なポリシーファイルのソースコードの比較
を表示します。このファイルには、現在の「ライブ」のポリシーファイルに関す
る変更内容が格納されています。
「see the source」(ソースを参照):変更内容を格納した一時的なポリシーファイ
ルのソースコードを表示します。ソースコードを編集するには、ファイル名をク
リックします。グラフィカルなポリシーエディタに戻るには、「go to constructor
mode」(コンストラクタモードに移行) をクリックします。

関連概念
テストについて（105ページ）
アクションについて（122ページ）
関連タスク
ポリシールール :処理順序（104ページ）
現在のポリシーをテストする（151ページ）
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2.2.4 リポジトリを管理する
デフォルトでは、PureMessage にポリシー コード データのリポジトリが付属していま
す。これには、「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Repository」(ポ
リシーリポジトリ) をクリックしてアクセスします。
これらのデータを PureMessage ポリシーに追加できます。また、リポジトリに新しい
データを追加し、必要に応じて名前変更、編集、削除などができます。
2.2.4.1 デフォルトのポリシーコードについて
「Policy Repository｣(ポリシーリポジトリ) には 9つのコードが含まれています。これに
ついては次のセクションで説明します。ポリシーコードは、PureMessage のポリシース
クリプトに新しいロジックを追加する場合に便利です。PureMessage Manager の「Policy
Repository｣(ポリシーリポジトリ) 機能を使用すると、これらのコードブロックを簡単に
ポリシースクリプトに追加できます。
送信免責事項を追加する
多くのサイトでは、送信電子メールに法的な免責事項の添付が義務づけられています。
PureMessage はこの処理をメールゲートウェ元管理できます。このコードには以下の
コードが含まれています。
/* Detect outgoing mail */
if pmx_relay :memberof "internal-hosts" {
pmx_add_banner :body :use_html_pre :file "banner.txt";
}

pmx_relay テストは、電子メールが内部ホストから発信された場合に true を返します。
PureMessage では通常、内部ホストからのメールを「送信」メールとして扱います。
pmx_add_banner アクションは banner.txt ファイルの内容をメッセージの本文に追加し
ます。HTML メッセージの場合は、ファイルを <PRE> タグで囲むので、バナーがプレー
ンテキストのように表示されます。メッセージにテキストが含まれていない場合は、
メッセージの終わりにバナーが添付として追加されます。
ヘッダーを追加する
すべてのメッセージにヘッダーを追加すると便利な場合があります。たとえば、メッ
セージを追跡するためにヘッダーを追加することもできます。このコードはすべての
メッセージに X-Seen-By ヘッダーを追加します。以下のコードが含まれています。
pmx_add_header "X-Seen-By" "%%HOSTNAME%%";

The pmx_add_header action adds an X-Seen-By header.ヘッダーの値は PureMessage
マシンのホスト名です (例: mail.example.com)。
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%%HOSTNAME%% トークンは「テンプレート変数」と呼ばれます。サポートされている
テンプレート変数については、pmx-policy man ページのリストをご覧ください。
ポリシーリポジトリの他のデフォルトコードと異なり、このコードは目的に応じて変更
する必要があります。サイトによっては、特定のメッセージを自動的に指定のアドレス
に送信する必要があります。たとえば、「bug」というキーワードを含むすべてのメッ
セージがバグ追跡システムに送信されます。
次のコード例では、（a）件名に「bug」が含まれている、（b）受信者が
「old-bugs@example.com」である、（c）ヘッダー X-Bug-Id がある場合に、新しい受
信者（bugs@example.com）が追加されます。
if anyof (header :matches "Subject" "*bug*", envelope "to"
"old-bugs@example.com", header :matches "X-Bug-Id" "*") {
pmx_add_recipient
"bugs@example.com"; }

anyof テストは「メタテスト」です。テストのいずれかが true を返した場合に、true を
返します。
ヘッダーテストは、件名が「*bug*」と一致した場合に true を返します。送信者テスト
は、メッセージの「to」受信者のいずれかが「old-bugs@example.com」と一致した場
合に true を返します。これらのテストはどちらも大文字と小文字を区別します。
2番目のヘッダーテストは、X-Bug-Id ヘッダーが何と一致した場合でも true を返しま
す。つまり、X-Bug-Id ヘッダーが存在すれば true を返します。いずれかのテストが true
を返すと、pmx_add_recipient によって、メッセージが元の受信者に加えて
「bugs@example.com」にも配信されます。
関連情報
pmx-policy
ウイルスを検出する
PureMessage は一般に企業をウイルスから保護するために使用されます。以下のコード
を使って、ウイルスが含まれているメッセージを隔離して受信者に通知するルールを作
成してください。
if pmx_virus {
pmx_file "Virus";
pmx_virus_clean "cantclean.tmpl";
pmx_replace_header "Subject" "[PMX:VIRUS] %%SUBJECT%%";
}

このルールはメッセージを PureMessage の隔離ディレクトリにコピーしますが、メッ
セージの配信をブロックするわけではありません。メッセージからウイルスを除去しよ
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うとします。ウイルスの除去に成功すると、メッセージは元の受信者に届きます。ウイ
ルスを除去できない場合は、感染した部分がエラーテンプレート cantclean.tmpl に
置き換わります。件名がマークされるので、受信者には PureMessage がウイルスを検
出したことがわかります。cantclean.tmpl はデフォルトのテンプレートです。これ
を基にして独自のテンプレートを作成することもできます。
内部ホストのデフォルトの処理
ほとんどのサイトでは外部ホストからのメールが主な関心事ですが、内部ホストにもポ
リシーを確立するのが一般的です。たとえば、ウイルスが含まれたすべてのメッセージ
を拒否する内部ホストのルールを作成する場合は、以下のコードを使用してください。
if pmx_relay :memberof "internal-hosts" {
pmx_mark1 "i";
if pmx_virus {
reject "One or more viruses were detected in the message.";
stop;
}
}
pmx_relay テストが true を返した場合 (サーバーのホスト名または IP アドレスが「内部

ホスト」リストのエントリと一致した場合) は、メッセージに「i」マークが付き、メッ
セージログに追加されて、このポリシールールがヒットしたことを示します。
pmx_virus テストが true を返した場合は、1つまたは複数のウイルスが含まれていると

いう理由でメッセージが拒否されます。
サイトによっては、Whitelisted hosts (許可リスト上のホスト) リストまたは Whitelisted
senders (許可リストにある送信者) リストに含まれているホストや送信者からのメール
を受け入れるルールを実装しています。このコードには以下のコードが含まれていま
す。
if anyof(pmx_relay :memberof "whitelisted-hosts",
envelope :memberof "From" "whitelisted-senders",
envelope :memberof "From" "whitelisted-senders-per-user")
{
keep;
stop;
}

このルールは、(a) ホスト名または IP アドレス がWhitelisted hosts リストのエントリと
一致した場合、(b) 「Envelope from」(送信者) の内容が「Whitelisted senders」(許可リ
ストにある送信者) リストに含まれている、(c)「Envelope from」(送信者) の内容が
「Whitelisted senders (per-user)」(ユーザー別の許可リストにある送信者) リストに含
まれている場合に、メッセージを受け入れて処理を停止します。
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スパムを検出する
PureMessage の最も一般的な用途はスパムの検出です。このコードには以下のコードが
含まれています。
if pmx_spam_prob :over 50 {
pmx_replace_header "Subject" "[SPAM:%%GAUGE%%] %%SUBJECT%%";
pmx_add_header "X-PMX-Spam" "Probability=%%PROB%%";
}

メッセージのスパム確率が 50% を超える場合は、PureMessage が件名ヘッダーの前に
[SPAM:###] のような文字列が付きます。# 文字が 1 つ追加されるごとに pmx_spam_prob
の引数を 10% 超えることを表します。件名スタイルの基準。少なくとも 1 つの「#」が
常に追加され、メッセージに 0～50% のスパムが含まれていることを示します。この例
の場合、スパム確率が 60% のメッセージには件名の前に [SPAM:##] が付きます。確率
が 50% だけのメッセージには件名の前に [SPAM:#] が付きます。
また、PureMessage がメッセージをスパムと判断した場合は、X-PMX-Spam ヘッダー
が追加され、具体的な確率が示されます。ヘッダーは次のようになります。
X-PMX-Spam:Probability=63%

スパムメッセージを隔離する
多くのサイトでは、特定のしきい値より「スパム確率が高い」メッセージを隔離して、
ユーザーのメールボックスに保管するメッセージ容量を減らそうとしています。この
コードには以下のコードが含まれています。
if pmx_spam_prob :over 80 {
pmx_quarantine "Spam";
stop;
}
elsif pmx_spam_prob :over 50 {
pmx_replace_header "Subject" "[SPAM:%%GAUGE%%] %%SUBJECT%%";
pmx_add_header "X-PMX-Spam" "Probability=%%PROB%%";
}

スパム確率が 80% を超えるメッセージは直ちに隔離されます。 スパム確率が 50%～80%
のメッセージは配信されますが、件名がマークされ、X-PMX-Spam ヘッダーが追加され
ます。
pmx_quarantine アクションはメッセージを PureMessage の隔離ディレクトリにコピー

して、元のメッセージが配信されるのを防ぎます。「Spam」引数は、このメッセージ
を隔離する理由です。この文字列は 1つの単語でなければなりません (スペースを使用す
ると、通知なしにアンダースコアに変換されます)。
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隔離されたメッセージは、PureMessage Manager の「Quarantine」(隔離) タブにある機
能を使用して、表示、解放、ダイジェストへの追加ができます。
サイズが 100K を超えるメッセージを拒否する
多くのサイトでは電子メールメッセージの最大サイズを設定しています。以下のコード
を使用して PureMessage ポリシーでこのポリシーを実行します。
if size :over 100K {
reject "Message is too large: maximum 100K";
stop;
}

メッセージが 100K を超えている場合に、サイズテストが true を返します。指定したし
きい値よりも小さいサイズを指定するには、:over の代わりに :under を使用してくだ
さい。
2.2.4.2 ポリシーにコードを追加する
1. コード名 (「Adding A Disclaimer」(免責事項を追加) など) をクリックします。
このコードの「Repository File」(リポジトリファイル) ページが表示されます。
2. 「Copy To Clipboard」(クリップボードにコピー) をクリックします。
「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) ページが表示されます。
3. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Rules」(ポリシールール) を
クリックします。
「Rules」(ルール) ページが表示されます。
4. 新規ルールの目的の場所の直前にあるルールをクリックします。
たとえば、新規ルールをそのルールの直後に挿入する場合には、「Clean mail
containing viruses」(ウイルスを含むメールをクリーンアップする) をクリックしま
す。
5. 「Paste」(貼り付け) をクリックします。
貼り付けられたコードは、ルールとして PureMessage ポリシーに表示されます。
関連タスク
リポジトリにコードを追加する（148ページ）
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2.2.4.3 リポジトリにコードを追加する
PureMessage ポリシーの一部であるルールをコピーして、コードとして「Policy
Repository」(ポリシーリポジトリ) に保存することができます。
ポリシーリポジトリにコードを追加するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Rules」(ポリシールール) を
クリックします。
2. 保存するルールをクリックします。
3. 「Copy」(コピー) をクリックします。
4. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Repository」(ポリシーリポ
ジトリ) をクリックします。
5. 「Clipboard」(クリップボード) をクリックします。
コピーされたルールが「Clipboard」(クリップボード) に表示されます。
6. 「Save to Repository」(リポジトリに保存) をクリックします。
新規コードの「Repository File」(リポジトリファイル) ページが、PureMessage が
生成した名前 (clip000 など) で表示されます。
7. コードの名前を変更して、「Update」(アップデート) をクリックします。
コードが「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) のコードリストに表示されま
す。
関連タスク
ポリシーにコードを追加する（147ページ）
2.2.4.4 コードの名前または説明を変更する
1. コード名 (「Adding A Disclaimer」(免責事項を追加) など) をクリックします。
このコードの「Repository File」(リポジトリファイル) ページが表示されます。
2. 「Name」(名前) または「Descripiton」(説明) のフィールドに新しいテキストを入
力します。
3. 「Update」(アップデート) をクリックします。

PureMessage for UNIX | PureMessage Manager レファレンス | 149

2.2.4.5 Manager でコードを編集する
コードを「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) インターフェースで編集すること
はできません。編集するには、先に PureMessage ポリシーにコピーする必要がありま
す。コードの編集は、「Policy」(ポリシー) タブの「Rules」(ルール) ページのフィール
ドで行うか、またはポリシースクリプトのソースコードを変更して行います。ルールの
編集が完了したら、コードをリポジトリに追加することもできます。
Manager インターフェースを使用してコードを編集するには
1. 編集するコードの名前 (「Adding A Disclaimer」(免責事項を追加) など) をクリック
します。
このコードの「Repository File」(リポジトリファイル) ページが表示されます。
2. 「Copy to Clipboard」(クリップボードにコピー) をクリックします。
ファイルがクリップボードにコピーされます。これは、ポリシーリポジトリでコー
ドリストの先頭にアイテムとして表示されます。
3. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Rules」(ポリシールール) を
クリックします。
4. 新規ルールの目的の場所の直前にあるルールをクリックします。
たとえば、新規ルールをそのルールの直後に挿入する場合には、「Clean mail
containing viruses」(ウイルスを含むメールをクリーンアップする) をクリックしま
す。
5. 「Paste」(貼り付け) をクリックします。
貼り付けられたコードは、ルールとして PureMessage ポリシーに表示されます。
6. 所定のルールの「tests」(テスト) と「actions」(アクション) の各フィールドを編集
してコードを変更し、「Save」(保存) をクリックします。
注:
次の 2 つの手順は、ルールをポリシースクリプトに追加する場合にだけ実行してく
ださい。それ以外の場合には、「リポジトリにコードを追加する」の手順を実行し
てから、変更をポリシースクリプトに戻します。
7. 「Commit」(確定) をクリックします。
8. 「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックして、変更内容を有効にします。
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関連タスク
ソースファイルのコードを編集する（150ページ）
ポリシーにコードを追加する（147ページ）
2.2.4.6 ソースファイルのコードを編集する
コードを「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) インターフェースで編集すること
はできません。編集するには、先に PureMessage ポリシーにコピーする必要がありま
す。コードの編集は、「Policy」(ポリシー) タブの「Rules」(ルール) ページのフィール
ドで行うか、またはポリシースクリプトのソースコードを変更して行います。ルールの
編集が完了したら、コードをリポジトリに追加することもできます。
ソースファイルのコードを編集するには
1. 編集するコードの名前 (「Adding A Disclaimer」(免責事項を追加) など) をクリック
します。
このコードの「Repository File」(リポジトリファイル) ページが表示されます。
2. 「Copy to Clipboard」(クリップボードにコピー) をクリックします。
ファイルがクリップボードにコピーされます。これは、ポリシーリポジトリでコー
ドリストの先頭にアイテムとして表示されます。
3. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Rules」(ポリシールール) を
クリックします。
4. 「Policy Rules」(ポリシールール) ページの右上にある「see the source」(ソースを
参照)をクリックします。
読み取り専用バージョンのポリシースクリプトのソースコードが表示されます。
5. ポリシースクリプトの最上部にあるファイルパスのリンクをクリックします。
編集可能なバージョンのポリシースクリプトが表示されます。
6. Sieve に対して目的の変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
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読み取り専用バージョンのスクリプトが再度表示されます。また、変更内容は保存
済みだがまだ確定していないことを知らせるメッセージも表示されます。
注:
次の 2 つの手順は、ルールをポリシースクリプトに追加する場合にだけ実行してく
ださい。それ以外の場合には、「リポジトリにコードを追加する」の手順を実行し
てから、変更をポリシースクリプトに戻します。
7. 「Commit」(確定) をクリックします。
8. 「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックして、変更内容を有効にします。
関連タスク
Manager でコードを編集する（149ページ）
ポリシーにコードを追加する（147ページ）
2.2.4.7 ポリシーリポジトリからコードを削除する
1. 削除するコードの名前の隣にあるチェックボックスを選択します。
2. 「Delete」(削除) をクリックします。
PureMessage が削除を確認するメッセージを表示します。
3. 「Yes Delete」(削除します) をクリックします。

2.2.5 現在のポリシーをテストする
「Policy」(ポリシー) > 「Test Current Policy」(現在のポリシーをテストする) ページを
使用して、設定済みルールが期待通りに動作していることを確認します。たとえば、送
信者を「Blacklisted Senders」(ブロックリストにある送信者) リストに追加した場合、
PureMessage がその送信者からの電子メールを受け付けなくなっていることを確認する
必要があります。
ポリシーは事前に確定しておかないとテストできません。ところが、Milter サービスを
再開しないと、新規ポリシーは有効になりません。そのため、ポリシーは有効なポリ
シーにしなくてもテストできます。これにより、新規ポリシーのパフォーマンスに満足
できない場合、バックアップポリシーを復元することができます。.
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現在のポリシーをテストするには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Current Policy」(現在のポリ
シーをテストする) をクリックします。
「Test Current Policy」(現在のポリシーをテストする) ページが表示されます。
2. 「Specify test options and message sources」(テストオプションとメッセージソー
スを指定) テーブルにあるテキストボックスに設定を入力するか選択します。
テストオプションは次のとおりです。
■

■

■

■

■

「Select Relay Type」(リレータイプを選択):設定済みポリシーをテストするには、
リレータイプまたは IP アドレスを指定する必要があります。メッセージソースを
リレーに基づいて特定するには、ドロップダウンリストから「Internal (localhost)」
(内部 (localhost)) または「External」(外部) を選択します。
「... or IP address」(...または IP アドレス):メッセージソースをリレーではなく IP
アドレスで特定するには、このテキストボックスに IP アドレスを入力します。こ
のテキストボックスを使用して、信頼できるリレーとして定義されたホストをエ
ミュレートし、こうして DNS テストから除外することもできます。DNS テストか
ら除外するには、「Trusted Relay IPs」(信頼できるリレーの IP) リストで定義さ
れた IP アドレスを入力します。
「Envelope From」(送信者):オプションとして、PureMessage がメッセージソー
スの有効性をテストするよう指定します。基準となるのは、メッセージの送信者
(From) アドレスではなく送信者 (Envelope From) 情報で指定されたアドレスで
す。
「Envelope To」(受信者):オプションとして、PureMessage がメッセージソース
の有効性をテストするよう指定します。基準となるのは、メッセージの受信者 (To)
アドレスではなく受信者 (Envelope To) 情報で指定されたアドレスです。
「Select sample messages」(サンプルメッセージを選択):PureMessage には、
ポリシーで指定されたルールをテストするためのさまざまなサンプルメッセージ
が用意されています。サンプルのスパムメッセージを使用してテストするには、
「Infected (messages contain viruses)」(感染 (メッセージはウイルスを含む))、
「Spam (messages are typical examples of spam)」(スパム (メッセージは典型
的なスパム))、または「Normal (messages are legitimate)」(正常 (正規のメッ
セージ)) を選択します。テストメッセージセットにメッセージをさらに追加する
ことができます。メッセージは「mbox」形式である必要があり、
etc/data/samples/ (PureMessage のインストールディレクトリの下にありま
す) の下のサブディレクトリに保存される必要があります
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■

「... or paste message source here」(...またはメッセージソースをここに貼り付
ける):サンプルメッセージまたは特定の messagepmx ファイルを使用してテスト
するのではなく、メッセージソース情報をこのテキストボックスに入力するか貼
り付けます。「mbox」の形式である必要があります。たとえば、「From:」(送
信者:) と入力してから電子メールアドレスを入力して、送信者のアドレスを指定
します。メッセージソース情報を入力するときには、カーソルがテキストボック
スの先頭にあることを確認してください。また、メッセージソーステキストの前
後に空白行もスペースもないことも確認してください。空白行またはスペースは、
メッセージヘッダの終わりを意味するからです。その後に入力されたテキストは、
メッセージ本文の一部として読み取られます。メッセージソースのテキストボッ
クスにデフォルトで次に示すテキストが表示されます。
To:PureMessage Test User <puremessage-test@ServerName.example.com>
From:PureMessage Admin <postmaster@ServerName.example.com>
Subject:PureMessage Test
Date:Wed, 31 Mar 2004 00:40:06 GMT
This message was generated to test PureMessage.
The current local time is:Tue Mar 30 16:40:06 2004
Have a nice day,
PureMessage Admin

3. 目的のテスト条件を入力したら、「Test」(テスト) をクリックします。
次のようなテスト結果が表示されます。
■

■

■

■

「Original Message File Name」(元メッセージのファイル名):ローカルメッセージ
ファイルまたはサンプルメッセージを使用する場合、ファイル名はこの列に表示
されます。
「Resulting Message」(結果メッセージ):結果として生じるアクションにかかわら
ず、テストメッセージはいずれも隔離ディレクトリに書き込まれます。この列に
は、メッセージの隔離 ID 番号がリストされます。メッセージの詳細を表示するに
は、番号をクリックします。
「Delivery Action」(配信アクション):この列には、メッセージが「ライブ」だっ
た場合に取ったアクションが表示されます。
「Details」(詳細):テストプロセスのデバッグメッセージを表示します。

2.2.6 リストとマップを使用する
「Policy」(ポリシー) タブの「Lists」(リスト) セクションと「Address Maps」(アドレ
スマップ) セクションは、リストとマップの作成、編集、管理ができるリンクです。
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2.2.6.1 リストまたはマップを作成する
リストまたはマップを新規作成する手順は、基本的には同じです。どちらの手順でも
PureMessage Manager の同じページとフォームを使用します。
「リスト 」は、リスト内に含まれたグループまたはアドレスをテスト/アクションから
除外したり、含めたりするためにポリシーで使用されます。たとえば、デフォルトポリ
シーで、「Whitelisted hosts」(許可リストに含まれるホスト) リストに含まれるアドレ
スから送信されたメッセージは、スパム検索の対象とはなりません。
「マップ」は、メールのリダイレクトのために 1つのメールアドレスと別のアドレスと
の関連付けを行います (「Notifications Address Map」(通知アドレスマップ)と同様)。
たとえば、エイリアス電子メールアドレスから受信したメッセージをアドレスマップを
使用して、個人の電子メールアドレスにリダイレクトするようにポリシーを設定できま
す。また、マップはユーザー設定を適用するために使用したり (「Recipient Aliases
Map」(受信者のエイリアスマップ) と同様)、カスタムマップの場合にはユーザー定義を
適用できます。
注:
PureMessage では LDAP ベースのリストおよびマップの作成はサポートされています
が、これらのリストとマップは読み取り専用であるため、編集するにはPureMessage
ではなく LDAP ツールを使用する必要があります。
リストまたはアドレスマップを新規作成するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーで、「Lists」(リスト) の隣にある「New」
(新規) をクリックしてリストを新規作成します。または、「Address Maps」(アドレ
スマップ) の隣にある「New」(新規) をクリックしてアドレスマップを新規作成しま
す。
「Add List/Map」(リスト/マップを追加) ページが表示されます。「List」(リスト)
か「Map」(マップ) のどちらかが「Type」(タイプ) ドロップダウンリストに表示さ
れます。どちらが表示されるかは、クリックした「New」(新規) ボタンによって変
わってきます。
2. 「Create New List/Map」(リスト/マップを新規作成) テーブルで、次の項目を指定
します。
a) 「Type」(タイプ): 「List」(リスト) と「Map」(マップ) のうち、正しいタイプが
選択されていることを確認してください。
b) 「ID」:リストまたはマップのファイル名として使用する識別子を入力します。
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リストおよびマップは、個別の設定ファイルに格納されます。このテキストボッ
クスに入力する名前が、ファイル名になります。このため、リストまたはマップ
の目的を説明する名前をファイル名に適切な形式で入力する必要があります。た
とえば、「Anti-spam opt-outs」(スパム検出免除) リストには「anti-spamoptouts」(スパム検出免除) という識別子があります。
c) 「Name」(名前): リストまたはマップの名前を入力します。
この名前は、「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーに表示されます。
d) 「Description」(説明): リストまたはアドレスマップに関する、適切な説明を入
力します。
この情報は、「Configured Lists」(設定済みリスト) テーブルまたは「Configured
Maps」(設定済みマップ) テーブルの「Description」(説明) 列に表示されます。
このテーブルは、「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Lists」(リス
ト) または「Address Maps」(アドレスマップ) セクションの最下部にある
「manage」(管理) をクリックすると表示されます。
e) 「Match Type」(照合タイプ): メッセージフィルタリングで使用する照合法を入
力します。これは、ポリシーサービスがメッセージをリストの内容と比較すると
きに使用されます。
これらの選択肢の意味の詳細については、「照合タイプ」をご覧ください。
3. 「Source」(ソース) セクションで、「Flat file」(フラットファイル) または「LDAP」
を選択します。「LDAP」を選択した場合、次の情報も入力する必要があります。
a) 「LDAP Server」(LDAP サーバー): ユーザーを LDAP 経由で認証するときに接続
先となるサーバーの「ホスト名:ポート番号」を指定します。
フェールオーバー用の LDAP ホストを複数指定するには、複数のホストをセミコ
ロンで区切ったリストを入力します。ポート番号を指定しない場合、デフォルト
でポート 389 が使用されます。暗号化された LDAPS 接続を使用するには、「ホ
スト名:ポート番号」の前に「ldaps://」を付けます。LDAPS 接続の場合、ポー
ト番号を指定しない場合にはポート 636 が使用されます。下記に例を示します。
localhost:636 ldaps://ldap.mycompany.com

フェールオーバーとして、「LDAP Server」(LDAP サーバー) テキストボックス
に LDAP サーバーを 2 つ以上指定することを強くお勧めします。そのためには、
URL をセミコロンで区切ります。下記に例を示します。
ldap://myhost1:389;ldap://myhost2:389;ldap://myhost3:389
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b) 「DN for binding to LDAP server」(LDAP サーバーにバインドするための識別名):
LDAP サーバーに接続するための識別名 (DN) を指定します。これによって、シ
ステムが認証しようとしているユーザーの識別名を照会できるようになります。
このテキストボックスでは、変数置換がサポートされます。
c) 「Password for binding to LDAP server」(LDAP サーバーにバインドするための
パスワード): LDAP サーバーに接続するためのパスワードを指定します。それは、
システムが認証しようとしているユーザーの識別名 (DN) を照会するためです。
この DN とパスワードに付与する権利は最小限にとどめるべきですが、ユーザー
が入力したユーザー名または ID に基づいて照会を実行して、ユーザーの DN を
取得できるようにする必要はあります。
注:
LDAP ベースのリストまたはマップの追加時に入力されたパスワードは、
etc/maps.conf または etc/lists.conf のどちらかのプレーンテキストファ
イルに表示されます。このため、権限がユーザーとパスワードの認証に限定さ
れた LDAP アカウント用のパスワードを使用することをお勧めします。
d) 「Base DN for matching」(照合用のベース DN): 最上位にある LDAP ディレクト
リノードを指定します。この下で検索が実行され、ユーザーの DN が取得されま
す。このテキストボックスでは、変数置換がサポートされます。
e) 「Filter to match list/map」(リスト/マップを照合するためにフィルタリング):
LDAP または Active Directory の検索文字列を指定します。このテキストボック
スでは、変数置換がサポートされます。1 件の電子メールアドレスを照合するに
は、%s 変数を使用します。%u を使用してアドレスの @ 記号の左側だけを照合し
たり、%d を使用して @ 記号の右側だけを照合したりすることもできます。
f) 「Map attribute」(マップ属性): マップを新規作成するときに、「map to」(マッ
プ先) 値をここに入力します。たとえば、ユーザー ID を電子メールアドレスに変
換する場合、マップ属性を「mail」(電子メール) に設定できます。
4. 必要な情報の設定がすべて完了したら、「Save」(保存) をクリックしてリストまた
はマップを追加します。
関連概念
照合タイプ（?ページ）
関連タスク
リストを編集する（164ページ）
マップを編集する（165ページ）
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リストとマップを管理する（167ページ）
関連情報
変数置換
照合タイプ
「Match Type」(照合タイプ) は、ポリシーエンジンがメッセージをリストの内容と比較
するときに使用する照合方法です。「Match Type」(照合タイプ) はリストやマップの作
成時に設定し、リストやマップを管理するときに変更できます。
以下の照合タイプがあります。
■

■

「Exact」(完全一致): このリストまたはマップ内のアイテムは、比較対象のアイテム
と完全に一致する必要があります。LDAP ベースのリストやマップを作成する場合は、
このオプションのみです。
「Email Globs」(電子メールの Globs): Glob スタイルの電子メールアドレスの一致。
使用可能なワイルドカードは以下のとおりです。
— ? は、「.」を除く 1つの文字と一致します。
— * は、「.」を除く一連の文字と一致します。
— ** は、「.」を含む一連の文字と一致します。
「@」は「*」と「?」の照合から防止されます。リストのエントリが「@」で終わる
場合は、照合が最後でアンカーされません。詳細については、「ワイルドカードの使
用」セクションの「電子メールアドレスの照合」をご覧ください。
注:
LDAP ベースのリストを作成する場合は、「Exact」(完全一致) オプションのみで
す。

■

「Email Segments」(電子メールのセグメント): この照合タイプは、最も一般的な電
子メールアドレスのルックアップを実行する場合には、「電子メールの Globs」照合
タイプよりも効率的です。下記に例を示します。
someuser@sophos.com
someuser@
@sophos.com

■

「Substring」(サブ文字列)(リストのみ): リストのアイテムと、比較対象アイテムと
の部分的な一致を許可します。

158 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

■

■

「Glob」(リストのみ): Glob スタイルの照合。ワイルドカードは「*」(一連の文字と
一致) と「?」(1つの文字と一致) です。リテラル文字の「*」、「?」、または「\」
は、その文字を「\」でエスケープすると一致させることができます(例「\?」は文字
の「?」と一致します)。
「Hostname and IP Masks」(ホスト名と IP マスク) (リストのみ): Glob スタイルのド
メインおよび IP4 アドレスの一致。常に大文字と小文字を区別しないで照合されま
す。IP アドレスの後に「/」と数値が付くと、マスク付き IP4 アドレスとして読み取
られます。次の例で、<digits> は 0～255 の範囲の整数、<bits> は 0～32 の範囲の整
数を表しています。<mask> は <IP> または <bits> のどちらでも構成できます。エン
トリの形式は以下のとおりです。
<ip4address> = <ip> [ "/"<mask>]
下記に例を示します。192.0.2.0/24
<ip> = <digits> "."<digits>"."<digits> "."<digits>
下記に例を示します。192.0.2.0

リストのエントリが数字で始まらない場合は、glob スタイル文字列と見なされ、ドメ
イン名と照合されます。使用可能なワイルドカードは以下のとおりです。
— は、「.」を除く 1つの文字と一致します。
— * は、「.」を除く一連の文字と一致します。
— ** は、「.」を含む一連の文字と一致します。
一致は文字列の終わりに自動的にアンカーされます。先行「@」を使用してアンカー
を冒頭にも強制することはできません。リストの項目が「!」で始まる場合は、ネゲー
トされます。詳細については、「ワイルドカードの使用」セクションの「ホスト名と
IP アドレスの照合」をご覧ください。
■

「Regular Expression」(正規表現) (リストのみ): 正規表現を含めるようにリストを設
定できます。リストを新規作成するときに、「正規表現」照合タイプを指定します。
指定後、リストの個々のエントリを正規表現として入力します。リスト内で使用され
る正規表現の前に、スラッシュや大かっこは付けません。また、リストに含まれてい
る正規表現の特殊文字をエスケープする必要はありません。例 :
.*\.pif
.*\.doc\.exe
.*\.pif
your_details\.zi?
message\.zip
message\.zi
wicked_scr\.scr
wicked\.scr
.*\.scr
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patch\.exe
sobig\.f\.txt

リストと PureMessage ポリシーで使用される正規表現の詳細については、「正規表
現入門」をご覧ください。
■

「Case Insensitive」(大文字と小文字を区別しない): メッセージに使用されている英
字の大文字と小文字の区別を無視する場合は、このチェックボックスを選択します。

関連概念
ワイルドカードの使用法（?ページ）
関連タスク
リストとマップを管理する（167ページ）
ワイルドカードの使用法
以下のセクションでは、ワイルドカードを使ってリストとマップの電子メールアドレス
やホスト名を照合する方法を説明します。
電子メールアドレスを照合する
■

■

■

■

■

example.com は、「example.com」というドメイン名で終わるすべてのアドレスと
一致します (foo@example.com、foo@foo.example.com など)。
@example.com は、ドメイン部分が「example.com」と全く同じすべてのアドレス
と一致します。
dev-**@ は、文字列「dev-」で始まるすべてのアドレスと一致します。
foo@perl.* は、ローカル部分が「foo」、ドメイン名が 2レベルで、最初のレベルが
「perl」のすべてのアドレスと一致します (foo@perl.com、foo@perl.org など)。
foo@perl.** は、ローカル部分が「foo」、ドメイン名が 2レベル以上で、最初のレベ
ルが「perl」のすべてのアドレスと一致します（foo@perl.com、foo@perl.domain.com
など）。

ホスト名と IP アドレスを照合する
注:
IP Blocking Exceptions や Trusted Relays などのリストは、ドメイン名ではなく IP ア
ドレスのみを受け入れます。
■

127.0.0.1 は、これと全く同じ IP アドレスと一致します。

■

10.10.10.0/24 は、10.10.10.0 ネットワークの任意のアドレスと一致します。
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■

■

■

■

■

example.com は、「example.com」自体と、example.com ドメインの任意のホスト
名と一致します。「notexample.com」や「example.com.org」とは一致しません。
**.example.com は、example.com ドメインの任意のホスト名と一致しますが、
「example.com」自体とは一致しません。
.example.com は、example.com ドメインの任意のホスト名と一致しますが、
「example.com」自体とは一致しません。
*.example.com は、「foo.example.com」などのホストと一致しますが、
「foo.bar.example.com」のような複数レベルの名前とは一致しません。
@example.com は、「example.com」のホストとだけ一致し、サブドメインとは一
致しません。

リストに項目を追加するには、「リストを編集する」をご覧ください。アドレスマップ
に項目を追加するには、「マップを編集する」をご覧ください。
関連タスク
リストを編集する（164ページ）
マップを編集する（165ページ）
2.2.6.2 PureMessage のデフォルトリストについて
このセクションでは、PureMessageに付属するリストについて説明します。PureMessage
のポリシーでリストを使用する方法や、リストに設定されている「Match type」(照合タ
イプ) について説明します。照合タイプによって不特定エントリを設定できる形式が決
まります。詳細については、「照合タイプ」をご覧ください。
PureMessage には以下のデフォルトリストが付属しています。
■

■

「Anti-Spam Opt-Outs」(スパム検出免除): このリストは、特定のユーザー宛てのメー
ルをスパムチェックから除外する場合に使用します。このリストのメンバー宛ての
メールは直ちに受信者に配信され、スパムチェックや、ポリシールールに含まれてい
るテストやアクションは実行されません。スパムチェックルールでも、このリストで
定義したユーザー宛てのメールを無視するように設定できます。照合タイプ: 電子メー
ルの Glob。
「Blacklisted Hosts」(ブロックリストのホスト): ブロックリストのホストとは、スパ
ムやウイルスを配信すると判明しているリレーです。たとえば、このリストに含まれ
ているリレーから発信されたメッセージを拒否または隔離するように、ポリシーのテ
ストとアクションを設定できます。デフォルトでは、このリストはポリシー発行の一
部として、マルチサーバー環境の他のホストと共有されます。照合タイプ: ホスト名
と IP マスク。
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■

■

■

■

■

■

「Blacklisted Senders」(ブロックリストの送信者): ブロックリストの送信者とは、
スパムやウイルスを配信することで知られるアドレスです。ポリシーのテストとアク
ションは、たとえば、このリストに含まれているアドレスから発信されたメッセージ
を拒否または隔離するように設定できます。デフォルトでは、このリストはポリシー
発行の一部として共有されます。照合タイプ: 電子メールの Glob。
「End Users」(エンドユーザー): エンドユーザー ウェブインターフェース (EUWI) に
アクセスできるユーザーのアドレスを列記します。デフォルト値では、PureMessage
のすべてのエンドユーザーに EUWI を使用する許可が与えられます。照合タイプ: 電
子メールの Glob。
「IP Blocking Exceptions List」(IP ブロック例外リスト): このリストは、IP ブロッ
カーサービス (「MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする」を参照) と
PureMessage ポリシーによって明示的に許可する IP アドレスと完全修飾ホスト名の
定義に使用します。このリストのエントリは、SophosLabs のデータパッケージに含
まれているブロックリストの IP アドレスよりも優先されます。照合タイプ:ホスト名
と IP マスク。
「IP Blocking Inclusions List」(IP ブロックに含めるリスト): このリストには、IP ブ
ロッカーサービス (「MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする」を参照) と
PureMessage ポリシーによって明示的にブロックする IP アドレスと完全修飾ホスト
名が含まれます。このリストのエントリは、SophosLabs のデータに含まれている許
可リストの IP アドレスとホスト名よりも優先されます。マルチサーバー環境でこの
リストを他のホストと共有するには、発行に追加する必要があります。照合タイプ:
ホスト名と IP マスク。
「Internal Hosts」(内部ホスト): このリストに設定されているドメイン名と IP アドレ
スは内部と想定されます。このリストを使用すると、特定のホストをポリシールール
から除外できます。デフォルトでは、127.0.0.1 (ローカルホスト) がこのリストに追加
されています。デフォルトでは、このリストはポリシー発行の一部として共有されま
す。照合タイプ: ホスト名と IP マスク。
「Offensive Words」(不快な言葉): 「禁句」のリスト。このリストをポリシーで使用
すると、禁句が検出されたメッセージを隔離できます。マルチサーバー環境でこのリ
ストを他のホストと共有するには、発行に追加する必要があります。照合タイプ: 正
規表現。
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■

「Quarantine Digest Users」(隔離ダイジェストユーザー): このリストは、隔離ダイ
ジェストを受信するユーザーの識別に使用します。メッセージが隔離されたユーザー
のみがダイジェストを受信します。照合タイプ: 電子メールの Glob。
注:
隔離ダイジェストユーザーのリストを複数作成することもできます。たとえば、タ
イムゾーンが異なる受信者に別の時刻に隔離ダイジェストを送信する場合や、隔離
理由の異なるダイジェストをさまざまなエンドユーザーのグループに送信する場合
に利用します。この手順については、「管理者レファレンス」の「カスタマイズし
た隔離ダイジェストユーザーリストの作成」をご覧ください。

■

■

■

■

「RPC Hosts」(RPC ホスト): 他の PureMessage サーバーの IP アドレスを列記しま
す。インストール中に設定されるジョブスケジュールを使用すると、中央の
PureMessage サーバーが他の PureMessage サーバーにコンテンツをプッシュできま
す。PureMessage の IP アドレスの列記は、定義済みのリスト (Blacklisted Senders
や End Users) を共有します。マルチサーバー環境でこのリストを他のホストと共有
するには、発行に追加する必要があります。照合タイプ: ホスト名と IP マスク。
「Suspect Attachment Names」(疑わしい添付ファイル名): このリストで指定した添
付ファイル名に基づいてアクションを実行するように、ポリシースクリプトを設定で
きます。ポリシースクリプトに「疑わしい添付ファイルが含まれるメッセージ」テス
トを含めた場合は、疑わしいと定義された添付ファイルのファイル名をPureMessage
が検索します。マルチサーバー環境でこのリストを他のホストと共有するには、発行
に追加する必要があります。照合タイプ: Globs。
「Suspect Attachment Type」(疑わしい添付ファイルの種類): 「疑わしい添付ファイ
ルが含まれたメッセージ」テストは、Suspect Attachment Type リストで指定された
メディアタイプのコンテンツタイプおよびコンテンツ傾向ヘッダも検索します。マル
チサーバー環境でこのリストを他のホストと共有するには、発行に追加する必要があ
ります。照合タイプ: Globs。
「Trusted Relay IPs」(信頼できるリレーの IP): 信頼できるリレーとは、安全が確認
されているメールフィルタリングのホストのことです。PureMessage は Trusted Relay
IPs リストを使用して、身元不明のリレーと「内部」のリレー (または信頼できる外部
のリレー) を区別します。127.*.*.*、192.168.*.*、10.*.*.* IP アドレスが範囲内のリ
レーは常に内部リレーとして扱われます。デフォルトでは、最初の「外部」リレーの
IP アドレスは、スパム検出ルールの RELAY_IN_* グループと比較してテストされま
す。他の外部リレーはすべて、スパム検出ルールの RCVD_IN_* グループと比較して
テストされます。
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安全と判明していても、上記で説明した IP アドレス範囲に含まれていないリレーの
IP アドレスはすべて、Trusted Relay IPs リストに追加する必要があります。たとえ
ば、ISP が組織にメッセージ中継サービスを提供している場合は、ISP のメールサー
バーの IP アドレスを Trusted Relay IPs リストに含める必要があります。
Trusted Relay IPs リストに入力したら、「Disable non-relay checks?」(最初のリレー
先以外のチェックを無効にしますか) オプションを「Policy:Anti-Spam Options」(ス
パム検出オプション) ページで設定します。
注:
照合タイプ: ホスト名と IP マスク、ただし (ドメイン名ではなく) IP アドレスのみこ
のリストに入力できます。
■

■

■

「Whitelisted Hosts」(許可リストのホスト): 許可リストのホストは、安全と判明し
ているリレーです。たとえば、このリストに含まれているリレーから発信されたメッ
セージにスパムチェックを実行しないように、ポリシーのテストとアクションを設定
できます。デフォルトでは、このリストはポリシー発行の一部として、マルチサー
バー環境の他のホストと共有されます。照合タイプ: ホスト名と IP マスク。
「Whitelisted Senders」(許可リストの送信者): 許可リスト上の送信者とは、安全と
判明しているアドレスです。たとえば、このリストに含まれているアドレスから発信
されたメッセージにスパムチェックを実行しないように、ポリシーのテストとアク
ションを設定できます。デフォルトでは、このリストはポリシー発行の一部として、
マルチサーバー環境の他のホストと共有されます。照合タイプ: 電子メールの Glob。
メッセージの「送信者」領域から取得した場合にのみ、IP アドレスも入力できます。
「Log Reasons」(ログ記録の理由): このリストを使用すると、Groups Web Interface
でログ検索クエリーを作成するために使用される「Reason」(理由) ドロップダウン
リストに表示する理由を制御できます。デフォルトでは含まれていない理由を検索で
きるようにする場合は、このリストに追加する必要があります。詳細については、
「管理者レファレンス」の「管理グループ」セクションの「カスタムのログの検索理
由を追加および削除する」をご覧ください。マルチサーバー環境でこのリストを他の
ホストと共有するには、発行に追加する必要があります。

関連概念
照合タイプ（?ページ）
パブリケーションを管理する（271ページ）
関連タスク
MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする（261ページ）
カスタマイズした隔離ダイジェストユーザーリストを作成する（208ページ）
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2.2.6.3 リストを編集する
リストは PureMessage ポリシーで使用されます。電子メールアドレス、IP アドレス、
ファイル拡張子、およびその他の照合文字列をポリシーのテストとアクションに含めた
り除外したりするよう指定することができます。ポリシールールでは、あるアクション
を実行する (または実行しない) ための条件として、特定のリストでのメンバーシップが
使用されることがよくあります。たとえば、デフォルトの PureMessage ポリシーで、
「Whitelisted hosts」(許可リストに含まれるホスト) リストに含まれるアドレスから送
信されたメッセージは、スパムのスキャンの対象とはなりません。
リストを編集するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーで、編集するリストの名前をクリックしま
す。
「Edit List」(リストの編集) ページが表示されます。
2. 次のいずれかの手順を実行して、選択したリストを変更します。
次の中から選択してください
■

リストにアイテムを追加するには、アイテムを 1 つ以上、1 行 1 アイテムで「Add
items」(アイテムを追加) テキストボックスに入力し、フォーム最下部にある
「Add」(追加) をクリックします。
「除外する」アイテムを入力するには、先頭に感嘆符を付けます。電子メールア
ドレスで構成されるリストでは通常、Glob スタイルのアドレス照合とワイルド
カードがサポートされます。IP アドレスを含むリストでは通常、IP マスクがサ
ポートされます。
「Add items」(アイテムを追加) をクリックすると、アイテムが「List items」(リ
ストアイテム) ペインに表示されます。

■

■

リストに含まれるアイテム数が多すぎる場合、表示するアイテムをフィルタリン
グで絞り込むことができます。そのためには、「Filter」(フィルタ) テキストボッ
クスに 1 文字以上入力して「Filter」(フィルタ) をクリックします。
既存のリストアイテムを編集するには
a. 編集するアイテムの隣にあるチェックボックスを選択して、「Edit」(編集) を
クリックします。
選択したアイテムが、編集可能なテキストボックスに再度表示されます。
b. 目的の変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
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変更したアイテムが保存され、変更されたフォームに再度表示されます。
■

リストからアイテムを削除するには、削除するアイテムの隣にあるチェックボッ
クスを選択して、フォーム最下部にある「Delete」(削除) をクリックします。
アイテムが削除されます。

関連タスク
リストまたはマップを作成する（154ページ）
マップを編集する（165ページ）
リストまたはマップをテストする（166ページ）
リストとマップを管理する（167ページ）
2.2.6.4 マップを編集する
マップは 1 件の電子メールアドレスを別のアドレスと関連付けるために使用されます。
その目的は、リダイレクト (「Notifications Address Map」(通知アドレスマップ))、ユー
ザー設定の適用 (「Recipient Aliases Map」(受信者のエイリアスマップ))、またはカスタ
ムマップの場合にはユーザー定義です。
アドレスをマップするには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーで、編集するマップの名前をクリックしま
す。
「Edit Map」(マップを編集) ページが表示されます。
2. 次のいずれかの手順を実行して、選択したマップを変更します。
次の中から選択してください
■

アドレスマッピングを追加するには、マップするアドレスを「Map From」(マッ
プ元) テキストボックス、マップ先とするアドレスを「Map To」(マップ先) フィー
ルドに入力して、フォーム最下部にある「Add」(追加) をクリックします。
注:
アドレスを「空」の値にマップすることもできます。「Map To」(マップ先) テ
キストボックスを空欄にすると、受信者が削除されます。
マッピングは編集テキストボックスの下にリストされ、入力した情報が表示され
ます。

166 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

■

■

リストに含まれるマップ数が多すぎる場合、表示するエントリをフィルタリング
で絞り込むことができます。そのためには、「Filter」(フィルタ) テキストボック
スに 1 文字以上入力して「Filter」(フィルタ) をクリックします。
既存のマッピングを編集するには
a. 編集するマッピングの隣にあるチェックボックスを選択して、「Edit」(編集)
をクリックします。
選択したマッピングが「Map From」(マップ元) と「Map To」(マップ先) テキ
ストボックスに読み込まれます。
b. 目的の変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
マッピングは編集テキストボックスの下にリストされ、追加した情報が表示さ
れます。

■

リストからマッピングを削除するには、削除するマッピングの隣にあるチェック
ボックスを選択して、フォーム最下部にある「Delete」(削除) をクリックします。
マッピングが削除されます。

関連概念
アドレスマップ（?ページ）
関連タスク
リストまたはマップを作成する（154ページ）
リストを編集する（164ページ）
リストまたはマップをテストする（166ページ）
リストとマップを管理する（167ページ）
2.2.6.5 リストまたはマップをテストする
「Policy」(ポリシー) > 「Test Lists/Maps」(リスト/マップをテスト) ページでは、具
体的な値でポリシーのリストまたはマップをテストすることができます。
リストをテストする
新規または変更したリストをテストするには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Lists/Maps」(リスト/マップ
をテスト) をクリックします。
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「Test Lists/Maps」(リスト/マップをテスト) ページが表示されます。
2. 「Test Lists/Maps」(リスト/マップをテスト) テーブルで、「List Name」(リスト
名) ドロップダウンリストからテストするリストを選択します。
3. 「Value to test」(テストする値) テキストボックスにテストする値を入力します。
4. 「Test」(テスト) をクリックします。
結果として「Match」(一致) または「No Match」(不一致) が返されます。
マップをテストする
新規または変更したマップをテストするには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Lists/Maps」(リスト/マップ
をテスト) をクリックします。
「Test Lists/Maps」(リスト/マップをテスト) ページが表示されます。
2. 「Test Map」(マップをテスト) テーブルで、「Map Name」(マップ名) ドロップダ
ウンリストからテストするマップを選択します。
3. 「Value to test」(テストする値) テキストボックスにテストする値を入力します。
4. 「Test」(テスト) をクリックします。
結果として「Match」(一致) または「No Match」(不一致) が返されます。
2.2.6.6 リストとマップを管理する
既存のリストまたはマップを管理するには、「Policy」(ポリシー) > 「Lists」(リスト)
> 「manage」(管理) をクリックするか、「Policy」(ポリシー) > 「Maps」(マップ) >
「manage」(管理) をクリックします。これらのリストは変更したり削除したりするこ
とができます。次のことを行えます。
■

リストまたはマップの「Name」(名前) を変更する

■

リストまたはマップの「Description」(説明) を変更する

■

リストまたはマップの「Match Type」(照合タイプ) を変更する (これらの選択肢の意
味の詳細については、「照合タイプ」をご覧ください)
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■

リストまたはマップのエントリが「Case Insensitive」(大文字と小文字が区別されな
い) かどうかを変更する
注:
新規/デフォルトのマップ、または新規リストでは「Match Type」(照合タイプ) を変
更することができますが、デフォルトリストでは「Match Type」(照合タイプ) を変更
することはできません。

既存のリストまたはマップを管理するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーで、「Lists」(リスト) または「Maps」(マッ
プ) セクションの最下部にある「manage」(管理) をクリックします。
「Manage System Lists」(システムリストを管理) ページが表示されます。
2. リストまたはマップの管理作業のいずれかを実行します。
次の中から選択してください
■

リストまたはマップを変更するには
a. リストまたはマップの名前をクリックします。
選択したリストまたはマップの情報が、「Edit List」(リストの編集) ページま
たは「Edit Map」(マップを編集) ページに表示されます。
b. 編集可能な項目に対して目的の変更を行い、「Save」(保存) をクリックしま
す。
リストまたはマップの変更内容が保存され、「Manage System Lists」(シス
テムリストを管理) ページまたは「Manage System Maps」(システムマップを
管理) ページに戻ります。

■

リストまたはマップを削除するには
a. 削除するリストまたはマップの隣にあるチェックボックスを選択して、
「Delete」(削除) をクリックします。
選択したリストまたはマップが、「Manage System Lists」(システムリスト
を管理) ページまたは「Manage System Maps」(システムマップを管理) ペー
ジから削除されます。
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関連概念
照合タイプ（?ページ）

2.2.7 ウイルス検出とスパム検出の設定を使用する
「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Manage」(管理) セクションに、これら
のページのリンクが含まれています。ここで、スパム検出とウイルス検出のフィルタの
動作を設定できます。
■

■

「Anti-Virus Options」(ウイルス検出オプション) ページでは、処理時間を短縮する
ためにメッセージ内容を事前に分析するかどうか、ウイルススキャンをシステムサー
ビスとして実行するかどうか、ウイルス検出エンジンが故障したときにどう対応する
か、アーカイブのスキャンをウイルス検出エンジンでどのように処理するか、などの
オプションを設定できます。
「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルール) ページでは、スパム検出ルールの有効/無効
の設定、各ルールに割り当てる相対的な重要性を示す数値とスパム確率のパーセン
テージを設定できます。また、スパム検出ルールを新規作成することもできます。
注:
スパム検出ルールは SophosLabs によって定期的に自動更新されるため、これらの
ルールの調整はお勧めできません。また、新しいスパム検出ルールを作成する場合
は、事前にソフォスのサポートまでご相談ください。誤検知 (false positive) や検出
漏れ (false negative) が表示される場合は、これらのメッセージを SophosLabs に転
送して分析調査を依頼してください。詳細については、「ソフォスへのお問い合わ
せ」の「PureMessage Feedback」をご覧ください。

■

「Anti-Spam Options」(スパム検出オプション) ページでは、検索するメッセージの
量、最初のリレー先以外のチェックを有効/無効にするか、ネットワークチェックを
有効/無効にするか、どの特殊言語文字セットを有効にするかなどを設定できます。

関連概念
Contacting Sophos（97ページ）
用語
SophosLabs（540ページ）
2.2.7.1 ウイルス対策オプションを設定する
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Anti-Virus Options」(ウイルス対策
オプション) をクリックします。
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「Anti-Virus Options」(ウイルス対策オプション) ページが表示されます。
2. 「Anti-Virus Options」(ウイルス対策オプション) テーブルで、必要に応じて次のテ
キストボックスを変更します。
■

■

■

■

■

■

「Enabled」(有効):Sophos エンジンを使用したウイルス検索を有効にします。
「Quick Scan」(クイック検索):ウイルスを含む可能性があるファイルの種類 (お
よびそのようなファイル内の領域) についてメッセージを解析して、検索する必要
があるメッセージの件数を減らします。フル検索では、クイック検索と同じテス
トを行いますが、さらにメッセージの各バイトに既知のウイルスに一致するパター
ンがないかどうかも検索します。一般には電子メールメッセージのサイズは非常
に小さいので、フル検索をお勧めします。この設定にかかわらず、ウイルスが検
出されると Sophos ウイルスエンジンはメッセージの検索を停止します。デフォ
ルトではこのオプションは有効に設定されています。
「Run As Service」(サービスとして実行):ウイルス対策エンジンをサービス (「デー
モン」) として実行するのか、PureMessage エンジンによって読み込むのかを指
定します。サービスとして実行する場合、PureMessage Manager の「Local
Services」(ローカルサービス) タブでウイルス対策サービスを独立したコンポー
ネントとして開始したり停止したりすることができます。サービスの操作用パラ
メータを「Anti-Virus Service Options」(ウイルス対策サービスオプション) ペー
ジで設定します。
「On Error」(エラー発生時):ウイルスエンジンが停止した場合に実行するアクショ
ンを指定します。ウイルス防止 (「Temp Fail」(一時停止)) とメッセージ配信
(「Pass Through」(通過)) のどちらを優先するのかに基づいてこの値を設定しま
す。
「Scan Archives」(アーカイブを検索):サポートされているタイプのアーカイブを
すべて展開して検索します。特定のアーカイブタイプの検索を有効または無効に
するには、sophos.conf 設定ファイルを編集します。
「Scan Self-Extracting Archives」(自己解凍型アーカイブを検索):PKLite、LZEXE、
および Diet アーカイブの内部を検索します。

3. 「Anti-Virus Options」(ウイルス対策オプション) テーブルで必要な変更を完了した
ら、「Save」(保存) をクリックします。
メッセージボックスが表示され、変更内容が保存されたことが示されます。
4. 「OK」をクリックします。
「Rules」(ルール) ページに戻ります。
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2.2.7.2 スパム検出ルールを管理する
PureMessage は、スパムメッセージの識別に使用するスパム検出ルールが事前に設定さ
れて配布されます。また、スパム検出ヒューリスティックの改良を含むアップデートが
頻繁に公開されます。
ルールは機能別のグループに分類されています。これらのグループは「Anti-Spam
Options」(スパム対策オプション) ページから有効または無効にします。個々のルールは
「Anti-Spam Rules」(スパム対策ルール) ページで有効または無効にします。
既存のルールを有効無効にするか、カスタムルールを作成できます。
注:
スパム検出ルールは SophosLabs によって定期的に自動更新されるため、これらのルー
ルの調整はお勧めできません。また、新しいスパム検出ルールを作成する場合は、事
前にソフォスのサポートまでご相談ください。誤検知 (false positive) や検出漏れ (false
negative) が表示される場合は、これらのメッセージを SophosLabs に転送して分析調
査を依頼してください。詳細については、「ソフォスへのお問い合わせ」の
「PureMessage Feedback」をご覧ください。
関連タスク
スパム対策オプションを設定する（177ページ）
用語
ヒューリスティック（535ページ）
スパム検出ルールを表示する
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルー
ル) をクリックします。
「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルール) ページが表示されます。
2. オプションとして、次のいずれかの操作を行ってリストされたルールをフィルタリ
ングすることができます。
次の中から選択してください
■

表示する「Feature Group」(特性グループ) を選択します。オプションは次のとお
りです。
— 「All Groups」(すべてのグループ):特性グループをすべて表示します。
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— 「Spam Signatures Analysis」(スパムシグネチャ解析):電子メールメッセージ
の特定部分 (本文や添付ファイルなど) をテストするためのルール。
— 「Known Spam Destinations」(既知のスパムの送信先):メッセージに埋め込ま
れた URI を既知のスパム送信先リストに照らし合わせてチェックするルール。
— 「Adaptive Message Classification」(適応型メッセージ分類):適応型メッセー
ジ分類 (「ベイズ分類」とも呼ばれます) に基づいてメッセージを評価するルー
ル。この特性グループを使用するには、先に管理者がローカルの正当な電子
メールおよび検出されなかったスパムを使用して、分類子をトレーニングして
おく必要があります。
— 「Sender Reputation」(送信者評価):ネットワークサービス (DNS の許可リスト
やブロックリストなど) に依頼して、送信者またはリレーを信頼できるかどう
かをチェックさせるルール。
— 「Heuristic Analysis」(ヒューリスティック解析):正規表現を使用して、メッ
セージ内のスパムに類似した語、語句、文字、またはパターンを検出するルー
ル。
— 「Site Features」(サイト特性):正規表現を使用してメッセージの内容をテスト
するカスタムルール。
■

表示するルールの種類を「Show」(表示) ドロップダウンリストから選択します。
オプションは次のとおりです。
— 「All Rules」(すべてのルール):ルールをすべて表示します。
— 「Default Rules」(デフォルトルール):「Weight」(数値) も「Probability Adjust
%」(確率調整 %) も変更されていないルールだけを表示します。
— 「Overridden Rules」(オーバーライドされたルール):「Weight」(数値) または
「Probability Adjust %」(確率調整 %) が変更されたルールだけを表示します。
注:
サイトルール (デフォルトルール) は、ルールの左にあるアイコンに「S」の字が
付きます。オーバーライドされたルールには、「O」の字が付きます。

■

表示するルールの状態を「Rule State」(ルールの状態) ドロップダウンリストか
ら選択します。オプションは次のとおりです。
— 「Any State」(任意の状態):どの状態にあるルールでも表示します。
— 「Enabled」(有効):有効なルールだけを表示します。
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— 「Disabled」(無効):無効なルールだけを表示します。
注:
無効なルールは、ルールの左にあるアイコンに赤い点が付きます。有効なルー
ルには、緑の点が付きます。

3. 照会パラメータの設定がすべて完了したら、フィルタのテキストボックスの右にあ
る「Filter」(フィルタ) をクリックして、フィルリング条件をすべて適用します。
関連概念
テストの種類（?ページ）
スパム検出ルールを変更する
注:
変更可能なのは、デフォルトのスパム検出ルールの「State」(状態)、「Weight」(数
値)、および「Probability Adjust %」(確率調整 %) のみです。スパム検出ルールは
SophosLabs によって定期的に自動更新されるため、これらのルールの調整はお勧め
できません。
スパム検出ルールのデフォルトの動作を変更するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルー
ル) をクリックします。
「Anti-Spam Options」(スパム対策オプション) ページが表示されます。
2. 変更するルールの名前をクリックします。
選択したルールの編集可能な設定が、ドロップダウンリストまたは編集可能なテキ
ストボックスに表示されます。
3. 必要な変更を行います。
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編集可能な設定および選択できるオプションは次のとおりです。
■

「Rule State」(ルールの状態):「Auto」(自動)、「Enabled」(有効)、または
「Disabled」(無効) から選択します。
注:
デフォルトでは、ルールは「Auto」(自動) に設定されます。この場合、ルール
の状態はルールの「Weight」(数値) または「Probability Adjust %」(確率調整
%) テキストボックスに値があるかどうかに基づいて設定されます。両方の値が
ゼロの場合、ルールは何の効力も持ちません。

■

■

「Weight」(数値):メッセージがこのルールに一致するときにメッセージの合計ス
パムスコアに加算される値 (Weight)。値は正数か負数のどちらかです。負数の場
合にはマイナス記号が接頭辞として付きます。スコアの計算方法の詳細について
は、「管理者レファレンス」の「ポリシー」の項にある「テストスコア」をご覧
ください。
「Probability Adjust %」(確率調整 %):パーセンテージで表現したルールの絶対確
率。メッセージの合計スパムスコアを計算するときに、重要度に応じて数値を加
算して重み付けをしたルールが最初にパーセンテージに変換されます。次に、絶
対確率を考慮したルールが追加されます。ルールの数値 (Weight) と確率調整パー
センテージの両方が指定された場合には、ルールの数値が最初にパーセンテージ
に変換されます。次に、「Probability Adjust %」(確率調整 %) テキストボックス
の値が加算され、そのルールの合計値が算出されます。

4. ルールの動作の変更が完了したら、ページ最下部にある「Save」(保存) をクリック
します。
関連概念
テストスコア（?ページ）
スパム検出ルールを新規作成する
注:
スパム検出ルールを新規作成する前に、ソフォスのテクニカルサポートに問い合わせ
るようお勧めします。誤検知 (false positive) や検出漏れ (false negative) が表示される
場合は、これらのメッセージを SophosLabs に転送して分析調査を依頼してください。

PureMessage for UNIX | PureMessage Manager レファレンス | 175

詳細については、「ソフォスへのお問い合わせ」の「PureMessage Feedback」をご
覧ください。
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルー
ル) をクリックします。
「Anti-Spam Options」(スパム対策オプション) ページが表示されます。
2. ページの最下部にある「New」(新規) をクリックします。
ページの最下部に 7つの編集可能なテキストボックスのセットが表示されます。新規
スパム検出ルールの情報を設定できます。
3. ルールの情報を次のテキストボックスそれぞれに入力します。
■

「Rule State」(ルールの状態):「Auto」(自動)、「Enabled」(有効)、または
「Disabled」(無効) から選択します。
注:
「Auto」(自動) を選択すると、ルールの状態はルールの「Weight」(数値) また
は「Probability Adjust %」(確率調整 %) テキストボックスに値があるかどうか
に基づいて設定されます。両方の値がゼロの場合、ルールは何の効力も持ちま
せん。

■

■

■

「Rule Name」(ルール名):ルールを一意に特定する識別子。デフォルトポリシー
を使用した場合、あるメッセージに一致するルールが、「Rule Hit Rates」(ルー
ル一致率) レポートと呼ばれるスパムレポートのヘッダに表示されます。
「Desc」(説明):ルールに関する有益な説明。
「Part」(部分):ルールに照らし合わせてテストするメッセージの構成要素。任意
のメッセージヘッダの名前を指定することができます。通常のヘッダには
「Subject」(件名)、「To」(受信者)、および「From」(送信者)があります。具体
的なメッセージの一部としては、次のものがあります。
— 「Envelope_To」(受信者):SMTP の「RCPT TO」コマンドから解釈された受信
者アドレス。メッセージの「To」(受信者) ヘッダとは対照的に、実際の配信ア
ドレスです。
— 「Envelope_From」(送信者):SMTP の「MAIL FROM」コマンドから解釈された
送信者アドレス。
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— 「BODY」(本文):メッセージの本文のかたまり (パラグラフ)、およびメッセージ
の「Subject」(件名) ヘッダ。HTML 部分については、マークアップタグが除去
されます。これは、HTML タグによって隠された語の照合に役立ちます。
— 「RAWBODY」(RAW の本文):メッセージの本文のかたまり (つまりパラグラ
フ)、およびメッセージの「Subject」(件名) ヘッダ。HTML 部分のマークアッ
プタグは、そのまま残されます。HTML マークアップの特性の照合に役立ちま
す。
— 「URI」:メッセージ本文内の URI 文字列。
— 「EOB」(本文の終わり):メッセージ本文全体およびメッセージの「Subject」(件
名) ヘッダ。HTML 部分については、マークアップタグが除去されます。EOB
はリソースを大量に消費します。メッセージ全体を一度に読み込む必要がある
ためです。できるだけ「BODY」(本文) を使用してください。
— 「RAWEOB」(RAW の本文の終わり):メッセージ本文全体およびメッセージの
「Subject」(件名) ヘッダ。HTML 部分のマークアップタグは、そのまま残され
ます。RAWEOB はリソースを大量に消費します。メッセージ全体を一度に読み
込む必要があるためです。できるだけ「RAWBODY」(生の本文) を使用してく
ださい。
— 「EOH」(ヘッダの終わり):メッセージのヘッダすべて。つなげられて 1 つの文
字列になります。
— 「Full」(フル):ヘッダも含めたメッセージ全体。
■

■

■

「Test」(テスト):メッセージのセクションに適用された正規表現。対象箇所は
「Part」(部分) テキストボックスで指定されます。表現はスラッシュ (/) で囲む必
要があります。たとえば、「opportunity」という語の出現をテストするには、テ
ストとして「/opportunity/」と入力します。正規表現の詳細については、付録の
「正規表現入門」をご覧ください
「Weight」(数値):メッセージがこのルールに一致するときにメッセージの合計ス
パムスコアに加算される値 (Weight)。値は正数か負数のどちらかです。負数の場
合にはマイナス記号が接頭辞として付きます。スコアの計算方法の詳細について
は、「管理者レファレンス」の「ポリシー」の項にある「テストスコア」をご覧
ください。
「Probability Adjust %」(確率調整 %):パーセンテージで表現したルールの絶対確
率。メッセージの合計スパムスコアを計算するときに、重要度に応じて数値を加
算して重み付けをしたルールが最初にパーセンテージに変換されます。次に、絶
対確率を考慮したルールが追加されます。ルールの数値 (Weight) と確率調整パー
センテージの両方が指定された場合には、ルールの数値が最初にパーセンテージ
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に変換されます。次に、「Probability Adjust %」(確率調整 %) テキストボックス
の値が加算され、そのルールの合計値が算出されます。
4. 新規ルールの情報の設定が完了したら、ページ最下部にある「Save」(保存) をクリッ
クします。
関連概念
テストスコア（?ページ）
2.2.7.3 スパム対策オプションを設定する
全体に関係するさまざまなスパム対策オプションおよび特定のスパム対策特性グループ
のオプションを設定することができます。
スパム対策オプションを設定するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Anti-Spam Options」(スパム対策
オプション) をクリックします。
「Anti-Spam Options」(スパム対策オプション) ページが表示されます。
2. 「Options」(オプション) テーブルで、必要に応じて次のテキストボックスを変更し
ます。
■

■

「Maximum Bytes to Scan」(検索する最大バイト数):チェックするメッセージ本
文の最大サイズ (単位はバイト) を指定します。デフォルト値は 10,240 バイトで
す。
「Disable non-relay checks?」(最初のリレー先以外のチェックを無効):ドロップ
ダウンリストから「Yes」(はい) または「No」(いいえ) を選択します。デフォル
ト設定は「No」(いいえ) です。
「Yes」(はい) に設定すると、最初に受信したヘッダ (メッセージに返答するため
に最後のサーバーが書き込んだものです。) だけが DNS チェックを受けます。そ
の結果、パフォーマンスが向上すると同時に誤検知が減少します。「Trusted Relay
IPs」(信頼できるリレーの IP) リストで定義された信頼できるリレーが、一部の
DNS チェックの対象外とされるからです。「Edit trusted-relays」(信頼できるリ
レーを編集) をクリックして、「Trusted Relay IPs」(信頼できるリレーの IP) リス
トを編集します。

■

「Disable All Network Checks?」(すべてのネットワークチェックを無効):ドロッ
プダウンリストから「Yes」(はい) または「No」(いいえ) を選択します。デフォ
ルト設定は「No」(いいえ) です。
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「Yes」(はい) に設定した場合、あらゆるタイプのネットワークチェックが無効に
されます。DNS 逆引き検索やその他の DNS チェックも含まれます。「No」(いい
え) に設定した場合、「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルール) ページでネット
ワークチェックルールを個別に有効または無効にすることができます。
■

「Acceptable Character Sets」(受け入れ可能な文字セット):使用できる文字セッ
トのリストから複数選択します。そのためには、Ctrl キーを押しながら「安全」
と思われる文字セットをクリックしていきます。
一部のスパム検出ルールは、メッセージの文字セットに基づいて適用されます。
選択された「安全」文字セットは、このルールグループから除外されます。デフォ
ルトの文字セットは、システムの LANG 環境変数から読み込まれます。使用でき
る文字セットは次のとおりです。
— 中国語 (簡体字と繁体字):(zh)
— キリル言語:(ru、uk、tj、be、bg、および ka)
— 韓国語:(ko)
— 日本語:(ja)
— タイ語:(th)
— 英語:(en)

3. 「Options(オプション) テーブルで必要な変更を完了したら、「Save」(保存) をク
リックします。
4. 「Anti-Spam Feature Groups」(スパム検出特性グループ) テーブルで、次のように
して目的の特性グループとルールを有効に設定します。
a) 有効または無効にする機能グループ名をクリックします。
注:
多くの場合、「Adaptive Message Classification」(適応型メッセージ分類) 特
性グループを有効にしても、スパムフィルタリングの正確性が大幅に向上する
ことはありません。セットアップおよび保守に追加の手間がかかるばかりでな
く、スパムとスパムではないメッセージの定義の範囲が多様な組織においては
通常あまり効果的ではありません。SophosLabs によって提供されるルールと
データのアップデートを使用して、検出されなかったスパムや誤検知を分析の
ためにソフォスに提出することが一般的には最善の方法です。適応型トレーニ
ング分類は、スパムとスパムでないメッセージを区別するパータンが平均より
も大幅に明確であるような組織で使用されることを目的としています。
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「Anti-Spam Options: <feature group>」(スパム対策オプション: <特性グループ
>) ページが表示されます。
b) 「Enabled」(有効) ドロップダウンリストを使用して、この特性グループを
「Enabled」(有効) にするのかそれとも「Disabled」(無効) にするのかを指定し
ます。
c) この特性グループを有効にしても、特性グループ内のどのルールを使用するのか
を指定するには、「Properties」(プロパティ) テーブルの最下部にある「Rules」
(ルール) をクリックします。
その特性グループの「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルール) ページが表示され
ます。
d) 「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にするルールの名前をクリックし
て、表示されるドロップダウンリストから使用法を設定します。有効または無効
にするルールごとにこの手順を繰り返します。次に、ルールのリストの下にある
「Save」(保存) をクリックします。
「Anti-Spam Rules」(スパム検出ルール) ページが、ルールがすべて表示された
リストと共に再表示されます。
5. 「Anti-Spam Options」(スパム対策オプション) ページに戻り、変更する特性グルー
プごとに上の手順 a.～d. を繰り返します。
6. ページ最上部にある「Restart now」(今すぐ再起動) ボタンをクリックして、「Milter
(Policy)」(Milter (ポリシー) サービスを再起動します。
SophosLabs（540ページ）

2.3

「Quarantine」(隔離) タブ

「Quarantine」(隔離) タブは、問題のあるメッセージや疑わしいメッセージを一時的に
保管する PureMessage 隔離ディレクトリを管理するインターフェースとして機能しま
す。通常、隔離機能によって、スパムの可能性があるメッセージは隔離ディレクトリに
一時的に保存され、管理者またはエンドユーザーはそのメッセージを取り出す (配信す
る)、または削除するというような選択を後で行うことでできます。また、ウイルスに感
染しているメッセージを法的な理由、組織のポリシー規定、または解析上の必要性に
よってはメッセージを保存することも可能になります。
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また、エンドユーザーと隔離ダイジェストに関する多くのオプションをここから使用で
きます。

2.3.1 「Quarantine」(隔離) タブ:「Summary」(サマリ) (デフォルト) ペー
ジ
「Quarantine:Summary」(隔離: サマリ) ページには PureMessage 隔離に関する主要な
情報をグラフ形式で表示します。グラフには以下の情報が表示されます。
■

ローカルシステム上の隔離ディレクトリで使用可能な最大ディスクスペース

■

現在のレポート期間 (2時間) 内での隔離メッセージの合計サイズ

■

現在のレポート期間 (2時間) 内での新たに隔離されたメッセージの数

グラフ上でクリックすると「Reports」(レポート) タブに切り替わり、レポートのパラ
メータを変更できます。
別の「Quarantine」(隔離) ページから隔離のサマリページに戻るには「View Quarantine
Summary」(隔離サマリを表示) をクリックします。
注:
また、PureMessage Groups Web Interface の「Reports」(レポート) タブから利用で
きるレポートオプションを使用して、レポートの生成、参照、およびエクスポートを
実行できます。Group Web Interface は当初、グループ管理モデルにおいてタスクを委
任するために使用されていましたが、レポートマネージャとして設定できます。組織
で多数のレポートが生成され、複数のインターフェースで PureMessage を管理する方
が都合が良い場合には、この方法を設定することが可能です。詳細については、「管
理者レファレンス」の「管理グループ」のセクションの「隔離検索結果を参照および
管理する」をご覧ください。

2.3.2 隔離ディレクトリを管理する
「Quarantine」(隔離) > 「Manage Quarantine」(隔離ディレクトリを管理する) のペー
ジには、隔離ディレクトリ内のメッセージを検索する際に使用する照会パラメータの
セットが表示されます。デフォルトでは、簡易な照会用の入力フォームが表示されま
す。「Advanced Mode」(詳細設定モード) をクリックすると追加の検索オプションにア
クセスできます。
照会の検索条件に一致した隔離メッセージは、各行に一件ずつ結果のリストに表示され
ます。リストされた項目の横にある封筒のアイコンをクリックすると、メッセージの内
容、隔離情報、およびメッセージのソースが表示されます。
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2.3.2.1 簡易な隔離の照会を実行する
隔離に関する簡易な照会を実行するには
1. 「Manage Quarantine」(隔離管理) ページで「Simple Mode」(簡易モード) の照会を
使用していることを確認します。
「Simple Mode」(簡易モード) では 4つの照会パラメータのみが提供されます。
2. 1つまたは複数のテキストボックスに照会のパラメータを入力します。
次の中から選択してください
■

「Recipient」(受信者):入力された値は以下のメッセージヘッダの内容に対してテ
ストされます。env_to、To、Cc、Bcc、Resent-To、Resent-Cc、および
Resent-Bcc があります。(メッセージの内容に含まれる To の値は、変更されてい
ることが多いためテストされません。)
% 記号をワイルドカードとして使用して、アドレスコンポーネント内のあらゆる
文字セットと適合させることができます。ワイルドカードを使用する場合、アド
レスに含まれる「@」記号は指定する必要があります。たとえば、以下の検索で
は john.doe@example.com が返されます。
%@example.com
john.%@example.com
%.doe@example.com
john.doe@example.%
%@%
john.%@%.com
john.doe@%

■

「Sender」(送信者):入力された値は以下のメッセージヘッダの内容に対してテス
トされます。env_from、From、Sender、Reply-To、Resent-From、および
Resent-Sender です。(メッセージの内容に含まれる To の値は、変更されている
ことが多いためテストされません。)
% 記号をワイルドカードとして使用して、アドレスコンポーネント内のあらゆる
文字セットと適合させることができます。ワイルドカードを使用する場合、アド
レスに含まれる「@」記号は指定する必要があります。たとえば、以下の検索で
は john.doe@example.com が返されます。
%@example.com
john.%@example.com
%.doe@example.com
john.doe@example.%
%@%
john.%@%.com
john.doe@%
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■

「ID」:入力された値は以下のメッセージコンポーネントに対してテストされま
す。
— 「Queue ID」(キュー ID):隔離ディレクトリ内の各メッセージには、固有の
「Queue ID」(キュー ID) が割り当てられます。メッセージの Queue ID を確認
するには、メッセージの横にある封筒のアイコンをクリックしてから、
「Quarantine Info」(隔離情報) をクリックします。特定のメッセージを参照す
るには、このテキストボックスにメッセージのキュー ID を入力します。
— 「Quarantine Digest ID」(隔離ダイジェスト ID):PureMessage では隔離ダイ
ジェストを生成した際に、ダイジェストにリストされている各メッセージに ID
コードが割り当てられます。
— 「Header Message ID」(ヘッダメッセージ ID):検索文字列の書式がヘッダの
メッセージ ID に類似している場合 (「@」を区切り文字として含むなど)、この
テキストボックスの内容は Message-ID ヘッダの値として確認されます。メッ
セージの Message-ID ヘッダを確認するには、メッセージの横にある封筒のア
イコンをクリックしてから、「Message Source」(メッセージソース) をクリッ
クします。
「ID」テキストボックスではワイルドカードはサポートされていません。

■

「Display」(表示):ページごとに表示するメッセージの数を選択します。デフォル
トは 20 メッセージです。

3. 「Run Query」(照会の実行) をクリックします。
照会パラメータに一致したメッセージのリストが表示されるか、「No indexed
messages matched this query」(この照会に一致するインデックス化されたメッセー
ジはありません) というメッセージが表示されます。一致項目がない場合、照会のパ
ラメータを変更して、照会を再度実行してださい。
2.3.2.2 詳細な隔離の照会を実行する
隔離に関する詳細な照会を実行するには
1. 「Manage Quarantine」(隔離管理) ページで「Advanced Mode」(詳細モード) の照
会を使用していることを確認します。
「Advanced Mode」(詳細モード) の照会には 15個を超える照会パラメータが含まれ
ます。
2. 「Specify query parameters」(照会パラメータ) の入力フォームに検索条件を入力
します。
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次の中から選択してください
■

「Recipient」(受信者):入力された値は以下のメッセージヘッダの内容に対してテ
ストされます。env_to、To、Cc、Bcc、Resent-To、Resent-Cc、および
Resent-Bcc があります。(メッセージのコンテンツにある To の値は、変更されて
いることが多いためテストされません。)
% 記号をワイルドカードとして使用して、アドレスコンポーネント内のあらゆる
文字セットと適合させることができます。ワイルドカードを使用する場合、アド
レスに含まれる「@」記号は指定する必要があります。たとえば、以下の検索で
は john.doe@example.com が返されます。
%@example.com
john.%@example.com
%.doe@example.com
john.doe@example.%
%@%
john.%@%.com
john.doe@%

■

「Sender」(送信者):入力された値は以下のメッセージヘッダの内容に対してテス
トされます。env_from、From、Sender、Reply-To、Resent-From、および
Resent-Sender です。(メッセージのコンテンツにある From の値は、変更されて
いることが多いためテストされません。)
% 記号をワイルドカードとして使用して、アドレスコンポーネント内のあらゆる
文字セットと適合させることができます。ワイルドカードを使用する場合、アド
レスに含まれる「@」記号は指定する必要があります。たとえば、以下の検索で
は john.doe@example.com が返されます。
%@example.com
john.%@example.com
%.doe@example.com
john.doe@example.%
%@%
john.%@%.com
john.doe@%

■

「ID」:入力された値は以下のメッセージコンポーネントに対してテストされま
す。
— 「Queue ID」(キュー ID):隔離ディレクトリ内の各メッセージには、固有の
「Queue ID」(キュー ID) が割り当てられます。メッセージの Queue ID を確認
するには、メッセージの横にある封筒のアイコンをクリックしてから、
「Quarantine Info」(隔離情報) をクリックします。特定のメッセージを参照す
るには、このテキストボックスにメッセージのキュー ID を入力します。
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— 「Quarantine Digest ID」(隔離ダイジェスト ID):PureMessage では隔離ダイジェ
ストを生成した際に、ダイジェストにリストされている各メッセージに ID コー
ドが割り当てられます。
— 「Header Message ID」(ヘッダメッセージ ID):検索文字列の書式がヘッダのメッ
セージ ID に類似している場合 (「@」を区切り文字として含むなど)、このテキ
ストボックスの内容は Message-ID ヘッダの値として確認されます。メッセー
ジの Message-ID ヘッダを確認するには、メッセージの横にある封筒のアイコ
ンをクリックしてから、「Message Source」(メッセージソース) をクリックし
ます。
「ID」テキストボックスではワイルドカードはサポートされていません。
■

■

■

■

■

■

「Subject」(件名):このテキストボックスの内容は、隔離メッセージの件名として
確認されます。メッセージの件名の行で検索文字列が見つかった場合、そのメッ
セージが一致したことになります。
「Spam Rule」(スパムルール):このテキストボックスの内容が、メッセージが違
反しているすべてのスパムルールの名前に対して確認されます。いずれかのスパ
ムルール内で検索文字列が見つかった場合、そのメッセージが一致したことにな
ります。
「Custom Reason」(カスタムの理由):PureMessage ポリシーを設定して、メッ
セージが隔離された際に理由を添付するようにできます。デフォルトの隔離理由
は「Reason」(理由) のテキストボックスで指定できます。ポリシーのデフォルト
の隔離理由を変更している、またはデフォルトではない理由と共にカスタムのア
クションを追加している場合、このテキストボックスでカスタムの理由を指定し
ます。メッセージの隔離理由に検索した文字列が見つかった場合、そのメッセー
ジが一致したことになります。
「Relay」(リレー):内部サーバー (「リレー」) にメッセージを渡す特定のサーバー
に基づいたメッセージを選択するには、リレーのホスト名または IP アドレスを入
力します。メッセージのリレー内に検索した文字列が見つかった場合、そのメッ
セージが一致したことになります。
「Milter Host」(Milter ホスト):複数の PureMessage サーバーを実行して隔離メッ
セージを統合している場合、このテキストボックスにホスト名を入力して、メッ
セージを隔離している PureMessage サーバーに基づいてメッセージを選択しま
す。メッセージの Milter ホスト内に検索した文字列が見つかった場合、そのメッ
セージが一致したことになります。
「Maximum Age」(最大時間):このテキストボックスを使用して指定した時間内の
期間、隔離されているメッセージを選択します。「Date Range」(日付の範囲) も
同時に指定されている場合、このテキストボックス内の値は無視されます。
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■

「Reason」(理由):すべてのメッセージを表示するか、特定の理由で隔離された
メッセージのみを表示するように選択します。1つの例外を除いて、ドロップダウ
ンリストに含まれる理由は、デフォルトの PureMessage ポリシー バージョンで
定義された理由に対応しています。承認済みのメッセージで pmx-queue によっ
て、まだ配信されていないメッセージを検索するには、デフォルトのポリシーで
使用されていなくとも、理由に「Queue」(キュー) を選択します。このことは、
隔離ダイジェストに返信したユーザーによって承認されたメッセージ、EUWI か
ら手動で承認されたメッセージ、または PureMessage ポリシースクリプト内の
「Deliver immediately for」(すぐに配信する) アクションを使用して承認された
メッセージに適用されます。「Reason」(理由) のドロップダウンリストに含まれ
ていない理由を指定するには、「Custom Reason」(カスタムの理由) のテキスト
ボックスを使用します。
これらの理由は、ポリシーで定義されている理由に対応しています。このテキス
トボックス内に表示されていない理由を指定するには、「Custom Reason」(カス
タムの理由) のテキストボックスを使用します。

■

■

■

■

■

「Order By」(並び順):リストを並べ替える方法を選択します。「Probability」(ス
パム確率) および「Probability (desc.)」(スパム確率 - 降順) の並べ替えオプショ
ンでは、メッセージのスパムスコアに従ってメッセージを昇順または降順で表示
します。(ウイルスを含むメッセージなどのスパム以外の理由で隔離されたメッ
セージでも、スパムスコアの値を持つ可能性があるのでご注意ください。)
「Group By」(グループ化):類似した特性を持つ複数のメッセージを 1行にまとめ
て表示するには、グループ化のための値をこのテキストボックスから選択します。
「Normalized Subject」(正規化された件名) では、件名の文頭と末尾にある番号
とスペースを削除して、最初の 15文字によってグループ分けを行います。
「Recipient」(受信者) および「Sender」(送信者) では、(env_from および env_to
の値ではなく) メッセージヘッダに保存されている送信者および受信者の値によっ
てグループ分けを行います。
「Spam Probability」(スパム確率):スパム確率の特定の範囲にあるメッセージを
選択するには、このテキストボックスに値の範囲を入力します。
「Display」(表示):ページごとに表示するメッセージの数を選択します。デフォル
トは 20 メッセージです。
「Date Range」(日付の範囲):これらのテキストボックスを使用して、隔離された
日付に基づいてメッセージを選択します。「Date Range」(日付の範囲) のチェッ
クボックスが選択されている場合、「Maximum Age」(最大時間) のテキストボッ
クスで選択されている値は無視されます。
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3. 「Run Query」(照会の実行) をクリックします。
照会パラメータに一致したメッセージのリストが表示されるか、「No indexed
messages matched this query」(この照会に一致するインデックス化されたメッセー
ジはありません) というメッセージが表示されます。照会に一致する項目がない場
合、照会のパラメータを変更して、照会を再度実行してださい。
2.3.2.3 隔離メッセージの詳細を参照する
通常/高度な照会を正常に実行した場合、以下に説明するような追加の詳細情報を確認
できます。
■

隔離メッセージに関する情報を参照するには隔離メッセージ行の左側にある封筒のア
イコンをクリックします。
「Message Preview」(メッセージプレビュー) ダイアログボックスが表示され、
「Content」(コンテンツ) タブには「From」(差出人)、「To」(宛先)、および
「Subject」(件名)、およびメッセージの本文が表示されます。

■

■

メッセージの隔離情報を参照するには「Quarantine Info」(隔離情報) タブをクリック
します。以下の詳細情報が表示されます。メッセージのサマリ情報、メッセージが違
反しているスパムルール、送信元と送信先の値、メッセージを処理するホスト、およ
びメッセージのキュー ID が表示されます。
フルヘッダーを含んだ Raw のメッセージ情報を表示するには「Message Source」
(メッセージソース) タブをクリックします。

2.3.2.4 隔離されたメッセージを管理する
隔離メッセージに対して管理操作を実行するには
1. 特定の管理操作を実行する必要のあるメッセージの左側にあるチェックボックスを
選択します。
2. 実行が必要な操作に対応する以下のボタンをクリックします。
次の中から選択してください
■

「Approve」(承認):隔離されたメッセージを元の宛先に配信することを承認しま
す。承認されたメッセージのコピーが元の受信者に送信され、 別のコピーが隔離
ディレクトリ (var/qdir/sent ディレクトリ) に保持されます。これらは最終的
に pmx-qexpire スケジュールサービスによって削除 (またはアーカイブ化) され
ます。ウイルスを含むメッセージを承認しようとすると、PureMessage によって
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確認のメッセージが表示されます。照会の結果ページの上部にメッセージが表示
され、承認されたページ数が示されます。
■

■

■

「Delete」(削除):選択したメッセージを var/qdir/trash ディレクトリに移動
します。これらのメッセージは最終的に pmx-qmeta-index スケジュールサービ
スによって削除 (またはアーカイブ化) されます。
「Forward」(転送):1つまたは複数のメッセージを指定された宛先に転送します。
この管理オプションを選択している場合、「Forward」(転送) メッセージの入力
フォームが表示されます。メッセージの転送先のメールアドレスを入力し、
「Send」(送信) をクリックします。メッセージは隔離キューからは削除されませ
ん。
「Save」(保存):隔離ディレクトリから取得された選択メッセージを保存します。
保存されたメッセージは mbox 形式でエクスポートされます。PureMessage で
メッセージの保存先ファイルを入力するように指示するメッセージが表示されま
す。この管理オプションを選択した場合、「Save」(保存) メッセージの入力フォー
ムが表示されます。保存先のファイル名を入力し、「Save」(保存) をクリックし
ます。保存されたメッセージは隔離ディレクトリからは削除されません。

別の方法としては、「Delete All」(すべて削除) を選択することも可能で、これによっ
て次回 pmx-qmeta-index が実行される際に、照会に一致したすべてのメッセージ
が var/qdir/trash ディレクトリに移動されます。

2.3.3 エンドユーザーオプションを設定する
オプションで、メールフィルタリング機能の使用を可能にする Web ページである、EUWI
(End User Web Interface) に対するアクセス権をエンドユーザーに許可できます。たと
えば、エンドユーザーが隔離メッセージを確認できるように許可して、誤ってスパムと
して処理されたメール (誤検知メール) がないかを確認できるように設定できます。「End
User Options」(エンドユーザーのオプション) ページで、エンドユーザーが使用できる
ようになるオプションを設定できます。
基本的なエンドユーザーオプションを設定するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで「End User Options」(エンドユーザーのオプション) をクリックします。
「End User Options」(エンドユーザーのオプション) ページが表示されます。
2. 以下のエンドユーザーオプションを設定します。

188 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

次の中から選択してください
■

■

■

「Enduser URL」(エンドユーザー URL):EUWI の URL です。現在の PureMessage
サーバーの外でインターフェースを実行するように設定できます。
「User List」(ユーザーリスト):EUWI へのアクセスが許可されたユーザーのリス
トです。デフォルトでは 「End Users」リストが設定されており、「**@**"」が
デフォルトでリストに含まれているためにすべてのユーザーがインターフェース
にアクセスできる許可が与えられます。デフォルトのリストを変更するには、
「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「End Users」(エンドユーザー) を
クリックします。
「Quarantine Reason」(隔離の理由):メッセージが隔離されると、ポリシースク
リプトによってメッセージが隔離された理由 (「spam」(スパム) など) が割り当て
られます。EUWI に表示されるメッセージは、このテキストボックスに入力され
た理由によって決定されます。たとえば、「spam」が指定されている場合 (デフォ
ルトで指定)、スパムであることが理由で隔離されたメッセージのみが表示されま
す。このテキストボックスでは、大文字と小文字が区別されず、半角の英数字の
みが使用できます。

以下のテキストボックスでは、時間単位を指定するのに次の接頭辞をします。「s」
(秒)、「m」(分)、「h」(時間)、および「w」(週) です。たとえば、20分を指定する
には「20m」と入力し、1時間半を指定するには「1h30m」を指定します。
次の中から選択してください
■

■

■

「Session Expire」(セッション期限):エンドユーザーのセッションクッキーが期
限切れになるまでの時間を設定します。クッキーが期限切れになった場合、ユー
ザーは別のパスワードをリクエストする必要があります。このテキストボックス
は、フラットファイル認証が使用されている場合でも影響を受けません。
「Query Delay」(照会の遅延):EUWI から PureMessage サーバーに対して実行さ
れる照会の時間間隔を設定します。これによってエンドユーザーによって実行さ
れる照会の頻度を制限できます。
「GMT Offset」(GMT オフセット):隔離では、メッセージの日付と時刻は GMT (グ
リニッジ標準時) で保存されます。このテキストボックスに表示される値は、メッ
セージの日時に追加 (またはメッセージの日時から抽出) され、メッセージが「ロー
カル」の時刻で表示されるようにします。たとえば、あるメッセージのタイムス
タンプが GMT の午前 9時で、このテキストボックスの値が「2h」(2時間) である
場合、EUWI に表示されるメッセージの時刻は午前 11時になります。この値の前
にマイナス記号を付けると、その値が GMT から減算されます。
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この値は PureMessage Manager インターフェースに表示されますが、コマンド
ラインで設定する必要があります。詳細については、「管理者レファレンス」の
「End User Web Interface の GMT オフセットを調整する」をご覧ください。
3. 「Save」(保存) をクリックします。
エンドユーザーに対する Web サービスである HTTPD (RPC/UI) サービスを再起動す
る必要があることを警告するメッセージが表示されます。
4. 「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックします。
HTTPD (RPC/UI) サービスに再起動の信号が送信されたことを示すメッセージが表示
されます。
関連概念
EUWI (End User Web Interface)（94ページ）
関連タスク
End User Web Interface の GMT オフセットを調整する（433ページ）

2.3.4 エンドユーザー機能を設定する
EUWI （End User Web Interface) へのアクセスをエンドユーザーに許可している場合、
「Configure End User Features」(エンドユーザー機能の設定) ページで、どの機能を使
用可能にするかを設定できます。
エンドユーザーが使用できる機能を設定するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで、「Configure End User Features」(エンドユーザー機能の設定) をクリッ
クします。
「Configure End User Features」(エンドユーザー機能の設定) ページが表示されま
す。
2. エンドユーザーに許可する機能の横にあるチェックボックスを選択します。以下の
オプションがあります。
次の中から選択してください
■

「View Quarantined Messages」(隔離されたメッセージの表示):「Blocked
Messages」(ブロックされたメッセージ) インターフェースをエンドユーザーが使
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用できるようにします。ユーザーは隔離されたすべての受信メッセージを表示で
きます。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

「View Message Contents」(メッセージの内容の表示):エンドユーザーがメッセー
ジの「Subject」(件名) ヘッダーをクリックすると、隔離されたメッセ-ジを閲覧
できるようにします。この機能は、PureMessage 隔離ディレクトリまたは EUWI
の「Blocked Messages」(ブロックされたメッセージ) ページから使用できます。
「User White List」(ユーザーの許可リスト):エンドユーザーは、許可リストに登
録する送信者を指定できます。この機能は、EUWI で「Approved Senders」(許可
された送信アドレス) と呼ばれています。
「User Black List」(ユーザーのブロックリスト):エンドユーザーは、ブロックリ
ストに登録する送信者を指定できます。この機能は、EUWI で「Blocked Senders」
(ブロックされた送信アドレス) と呼ばれています。
「White list and Black list Wildcards」(許可リストとブロックリストのワイルド
カード):エンドユーザーは、ワイルドカードを使用して許可リストとブロックリス
トに登録する送信者またはホストを指定できます。この機能は、許可またはブロッ
クする送信者を選択するエンドユーザーのみが使用できます。
「Anti-Spam Opt-Out」(スパム検出免除):エンドユーザーのメールフィルタリン
グのオプションです。ユーザーは、スパムおよび攻撃的な内容を持つメッセージ
のブロッキングを無効にできます。
「Digest Opt-Out」(ダイジェストなし):ユーザーは、メッセージダイジェストの
配信を無効にできます。
「Vacation Hold」(保持期間の指
定):/opt/pmx/etc/pmx.d/quarantine_expire.conf の設定に従って、隔離
ディレクトリにメッセージを保持する期間を指定できます。
「Notification Email」(メール通知):EUWI にユーザーがパスワードを要求するた
めのリンクを含めるかどうかを指定します。このオプションを有効にすると、ユー
ザーはアカウント情報の送信を要求できます。「End User Authentication」(エン
ドユーザー認証) ページで選択した認証方法が「SessionID is emailed to user」
(セッション ID をユーザーにメールで送信) である場合は、このオプションを有効
にしてください。
「Language Preference」(言語の設定):EUWI 経由でエンドユーザーが言語設定を
調整できるかどうかを指定します。このチェックボックスを選択すると、エンド
ユーザーは「Language Preference」(言語の設定) ドロップダウンリストを使用し
て、希望の言語を設定できるようになります。この設定は、以下に示す「Default
Language」(デフォルトの言語) ドロップダウンリストで指定された言語をオー
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バーライドします。このチェックボックスを選択しない場合、EUWI で「Language
Preference」(言語の設定) ドロップダウンリストは使用できません。
■

■

■

「Max Hold Duration」(最大隔離期間):エンドユーザーがメッセージを保持する最
大期間 (現在の日付以降) を指定できます。デフォルトは 1週間です。保持期間全
体の長さは、この設定と、/opt/pmx/etc/pmx.d/quarantine_expire.conf
で設定した隔離の期限切れ期間に基づいて変わります。
「Max Items Per List」(リストごとの最大項目数):エンドユーザーが許可リストお
よびブロックリストに追加できる最大項目数を指定できます。
「Default Language」(デフォルトの言語):PureMessage のインストール時に設定
するデフォルトの言語設定を変更できます。上記の「Language Preference」(言
語の設定) チェックボックスを選択すると、EUWI の「Language Preference」(言
語の設定) ドロップダウンリストで指定したユーザー設定によって、この設定が
オーバーライドされます。

3. 「Save」(保存) をクリックします。
Milter (ポリシー) サービスと HTTPD (RPC/UI) サービスを再起動する必要があること
を警告するメッセージが表示されます。
4. 各メッセージの横の「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックします。
各ボタンをクリックすると、これらのサービスに再起動の信号が送信されたことを
示すメッセージが表示されます。
関連概念
EUWI (End User Web Interface)（94ページ）

2.3.5 エンドユーザー認証を設定する
エンドユーザーが EUWI (End User Web Interface) にアクセスしてメールフィルタリング
の一部の機能を管理できるように許可している場合、エンドユーザーがログインする際
に使用する認証方法を設定する必要があります。「Quarantine:End User Authentication」
(隔離: エンドユーザー認証) ページによって、エンドユーザー認証に使用する方法を設定
できます。
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エンドユーザーの認証方法を設定するには
注:
また、PureMessageを設定して複数の認証形式を使用できます。たとえば、組織で複
数のタイプの LDAP を使用してユーザーを認証できます。詳細については、ソフォス
のサポートデータベースの「複数の認証方法を設定する」をご覧ください。
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで「End User Authentication」(エンドユーザー認証) をクリックします。
「End User Authentication」(エンドユーザー認証) ページが表示されます。
2. 使用するエンドユーザーの認証方法に対応する以下のオプションボタンを選択しま
す。
次の中から選択してください
■

「SessionID is emailed to user」(セッション ID をユーザーにメールで送信):この
オプションでは、エンドユーザーにメール送信され、一定の期間有効なセッショ
ン ID が生成されます。この方法に対しては、以下のオプションを設定する必要が
あります。
— 「Email template」(メールテンプレート):ユーザーのパスワードとなる生成さ
れたセッション ID を送信するためのメールテンプレートのパスとファイル名を
指定します。
— 「Session expiry time」(セッションの有効期限):エンドユーザーのログインセッ
ションに許可する時間の長さを指定します。
注:
時間単位の指定には、以下の接頭辞を使用します。「s」(秒)、「m」(分)、「h」
(時間)、および「w」(週) です。たとえば、20分を指定するには「20m」と入力
し、1時間半を指定するには「1h30m」を指定します。

■

「Password database is kept in a plain text file」(パスワードデータベースはテ
キストファイルで保存):このオプションによって、ユーザー名と 1つのパスワード
を 1行ごとに含むカンマ区切り形式のリストであるプレーンテキストのパスワー
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ドファイルを使用できるようになります。このファイルは暗号化できます。この
方法に対しては、以下のオプションを設定する必要があります。
— 「File path」(ファイルのパス):パスワードのテキストファイルのパスとファイ
ル名を指定します。デフォルトは、enduser/enduser_ui_user_passwords
です。
— 「Encryption」(暗号化):ファイルに適用する暗号化を指定します。指定可能な
オプションは none、crypt または md5 です。
■

「LDAP based authentication」(LDAP ベース認証):このオプションでは、既存の
LDAP サーバーをエンドユーザーのリストと認証用のソースとして使用します。
この方法に対しては、以下のオプションを設定する必要があります。
— 「LDAP Server」(LDAP サーバー):ユーザーを LDAP 経由で認証するときに接続
先となるサーバーの「ホスト名:ポート番号」を指定します。フェールオーバー
用の LDAP ホストを複数指定することを強くお勧めしますが、これを行うには
複数のホストをセミコロンで区切ったリストを入力します。ポートが指定され
ていない場合、デフォルトで 389 が使用されます。
暗号化された LDAPS 接続を使用するには、「ホスト名:ポート番号」の前に
「ldaps://」を付けます。LDAPS 接続の場合、ポート番号を指定しない場合
にはポート 636 が使用されます。下記に例を示します。
localhost:389 ldaps://ldap.mycompany.com

— 「DN for binding to LDAP server」(LDAP サーバーにバインドするための識別
名):LDAP サーバーに接続するための識別名 (DN) を指定します。これによって、
システムが認証しようとしているユーザーの識別名を照会できるようになりま
す。このテキストボックスでは、変数置換がサポートされます (下記で説明)。
— 「Password for binding to LDAP server」(LDAP サーバーにバインドするため
のパスワード):LDAP サーバーに接続するためのパスワードを指定します。それ
は、システムが認証しようとしているユーザーの識別名 (DN) を照会するため
です。この DN とパスワードに許可する権限は最小限にとどめる必要がありま
すが、ユーザーが入力したユーザー名と ID に基づいて照会を実行して、ユー
ザーの DN を取得できるようにする必要はあります。
— 「Base DN for user accounts」(ユーザーアカウント用の基本識別名):最上位に
ある LDAP ディレクトリノードを指定します。この下で検索が実行され、ユー
ザーの認証に使用する DN が取得されます。このテキストボックスでは、変数
置換がサポートされます (下記で説明)。
— 「 Filter to find user account」(ユーザーアカウントを検出するフィルタ):ユー
ザー認証に使用する DN を取得するために実行される LDAP 照会を指定します。
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このフィルタでは単一の結果レコードが返されるようにする必要があります。
フィルタで複数の結果が返される場合、不測の動作が発生する可能性がありま
す。このテキストボックスでは、変数置換がサポートされます ( ldap.conf の
man ページで説明)。
注:
LDAP に関しては、ユーザーアカウントの設定は (uid=%%username%%) ではな
く、(sAMAccountName=%%username%%) である必要があります。
変数置換は「DN for binding to LDAP server」(LDAP サーバーにバインドするための
識別名)、「Base DN for user accounts」(ユーザーアカウント用の基本識別名)、お
よび「Filter to find user account」(ユーザーアカウントを検出するフィルタ) LDAP
で使用できます。変数置換では、事前定義された構文を使用して変数として情報を
挿入できます。以下の変数を置換できます。
■

%%username%% - ログインページでユーザーが入力するフルユーザー名。

■

%%password%% - ログインページでユーザーが入力するフルパスワード。

■

%%bind_dn%% - 設定で指定されている「バインド DN]。

■

%%bind_dn%% - 設定で指定されている「ベース DN]。

注:
LDAP の上級設定オプションは ldap.conf から使用可能で、デフォルトでは
/pmx/etc/enduser/auth.d にあります。上級オプションについては、
ldap.conf の man ページで説明されています。これらのオプションの設定は、
上級管理者のみが実行することをお勧めします。
3. 「Save」(保存) をクリックします。
2.3.5.1 認証をテストする
セッション ID、プレーンテキストファイル、または LDAP に基づく 3つの認証方法をテ
ストできます。
認証をテストするには
1. 「End User Authentication」(エンドユーザー認証) ページで、適切なテキストボッ
クスに既存および既知のユーザー名とパスワードを入力してください。
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LDAP 認証をテストする場合、ユーザーのメールアドレスはユーザーの LDAP プロ
ファイルに含まれている必要があり、含まれていない場合にはテストが失敗します。
2. 「Test」(テスト) をクリックします。
関連概念
EUWI (End User Web Interface)（94ページ）
関連情報
ldap.conf
2.3.5.2 エンドユーザーの認証方法について
EUWI (End User Web Interface) にユーザーがアクセスする際に使用する認証方法は、
PureMessage Manager の 「Quarantine」(隔離) タブにある「User Authentication」(エ
ンドユーザーの認証) 機能を使用して設定されます。デフォルトの認証方法は、セッショ
ン ID をエンドユーザーへメールで伝達する方法です。別の方法として、暗号化されたパ
スワードまたは LDAP を使用して認証を行います。これらの 3つの方法は以下で説明し
ます。
セッション ID による認証
このデフォルトのエンドユーザー認証方法は、生成されたセッション ID キーをエンド
ユーザーにメールで送信することで実行されます。セッション ID キーは「Session expiry
time」(セッションの有効期限) を過ぎると無効になり、有効期限は「s」(秒)、「m」
(分)、「h」(時間)、および「w」(週) です。たとえば、2日と 3時間 20分は51h20mとい
うように入力されます。エンドユーザーに送信されるメールには、必要に応じて変更可
能な「Email template」(メールテンプレート) が使用されます。(変更は複製したコピー
ファイル上に行うか、元のファイルのバックアップを作成しておくことをお勧めしま
す。)
エンドユーザーが初めて Web インターフェースの URL (<EUWI_host>.<domain>28080)
にアクセスする場合、メールアドレスを入力してパスワードをリクエストするように要
求されます。生成されたセッション ID キーは指定されたメールアドレスにメールアドレ
スをパスワードとして送信されます。ユーザーがパスワードを複数回リクエストした場
合、最後に生成されたパスワードのみが有効になります。パスワードを受け取ると、エ
ンドユーザーは EUWI にログインできるようになります。
パスワードのテキストファイルによる認証
エンドユーザーの認証を、テキストパスワードのフラットファイルデータベースを使用
して設定することもできます。この方法を設定するには、enduser.conf 設定ファイル
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(デフォルトの保存場所は /opt/pmx/etc/enduser ディレクトリ) 内の auth 変数を
flat_file に変更します。次に enduser_ui_user_passwords ファイルを編集し、
例としてファイル内にコメントが追加されているファイルを参考にして、ユーザー名と
パスワードを追加します。HTTP (RPC/UI) サービスを再起動して、変更を有効にします。
EUWI を再起動した後は、ログイン認証は enduser_ui_user_passwords にあるユー
ザー名/パスワードの組み合わせよって制御されるようになります。
各ユーザーのパスワードを保存する場合、テキスト (デフォルト)、crypt、および md5
の 3つの方法があります。パスワードの保存形式を設定するには、
enduser_ui_user_passwords ファイルにユーザー名およびパスワードを追加しま
す。続いて etc/enduser/auth.conf ファイルで <Authenticator flat_file> -> <config>
セクションにある「crypt」オプションを目的の方法に設定します。
この方法でエンドユーザーはパスワードをリクエストする必要がないため、エンドユー
ザーにとっては若干簡易な方法と言えます。一方、エンドユーザーに割り当てられたパ
スワードが EUWI へアクセスする URL と共にエンドユーザーに送信される必要があるた
め、PureMessage の管理者のタスクは増えることになります。
LDAP ベースの認証
エンドユーザー認証は、Active Directory、Sun ONE Directory Server 5.2、および
OpenLDAP などの既存の LDAP ディレクトリを使用しても設定できます。エンドユー
ザー認証の設定の詳細については、「PureMessage Manager レファレンス」をご覧くだ
さい。一般的には LDAP サーバーの「host:port」、LDAP サーバーの識別名 (DN)、LDAP
サーバー情報へアクセスするパスワード、必要に応じてユーザーアカウントの DN、お
よび照会する LDAP データのフィールド名のフィルタによる処理方法を指定します。
LDAP 認証が設定された場合、LDAP に対して EUWI を有効に設定する必要があります。
etc/enduser/enduser.conf ファイルで、auth オプションを編集して、auth=ldap
に変更します。EUWI を再起動して変更を有効にします。
ユーザーに対する認証方法がメールアドレスか Active Directory ID によって適切なメッ
セージがユーザーに表示されるように EUWI のログインページを編集できます。このペー
ジに関するテンプレートは lib/manager/HTTPD/tmpl/authorize.html にありま
す。
LDAP サーバーから返されるすべての警告メッセージは
var/log/manager/httpd_error.log ファイルに記録されます。LDAP 認証に関連
するすべての項目には、ログファイル内の他のエントリとの区別が容易になるように
「EU-LDAP-AUTH」」という文字列が最初に追加されます。
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関連概念
EUWI (End User Web Interface)（94ページ）
関連情報
End User Web Interface にアクセスする
ldap.conf

2.3.6 エンドユーザーのリストを管理する
許可リストを使用して、信頼できるメールアドレスとホストには通常のスパムフィルタ
リングを実行せずに通過させることができ、これによって許可リストに含まれたソース
からのメッセージは確実に配信されるようになります。許可リストは個別のユーザーに
よって保守管理が可能で、処理方法を個別にカスタマイズできます。エンドユーザーが
EUWI (End User Web Interface) で独自に許可リストを管理できるように許可でき、許可
しない場合には、管理者がエンドユーザーの許可リストの保守管理を行うことができま
す。
ブロックリストを使用して、問題のあるメールアドレスとホスト (ウイルスやスパムの
送信者と判明しているメールアドレスやホストなど) を通常のスパムフィルタリングを
実行する前に阻止し、ブロックリストに含まれたソースからのメッセージが配信されな
いように設定できます。ブロックリストは個別のユーザーによって保守管理が可能で、
処理方法を個別にカスタマイズできることになります。エンドユーザーが EUWI (End
User Web Interface) で独自にブロックリストを管理できるように許可でき、許可しない
場合には、管理者がエンドユーザーのブロックリストの保守管理を行うことができま
す。
関連概念
EUWI (End User Web Interface)（94ページ）
2.3.6.1 エンドユーザー許可リストを追加する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで、「Edit End User Whitelist」(エンドユーザー許可リストの編集) をクリッ
クします。
「Edit List: whitelisted-senders-per-user」(リストの編集: ユーザー別の許可リスト
の送信者) ページが表示されます。
2. 「Key」(キー) のテキストボックスに許可リストを追加する必要のあるエンドユー
ザーのアドレスを入力して、「Add」(追加) をクリックします。
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「Edit List: whitelisted-senders-per-user: <endUser@email.address>」(リストの
編集: ユーザー別の許可リストの送信者: <endUser@email.address>) ページが表示さ
れます。
3. 以下の操作の 1つまたは複数を実行します。
次の中から選択してください
■

「Add List Items」(リストアイテムの追加):「Add Items」(アイテムの追加) テキ
ストボックスに、エンドユーザーの許可リストに追加する必要があるすべての信
頼できる送信者のメールアドレスとホストを追加し、「Add」をクリックします。
許可リストに追加されたすべての送信元のアドレスは、「List Items」(リストア
イテム) メニューに表示されます。

■

「Edit a List Item」(リストアイテムを編集):「List Items」(リストアイテム) リス
トで、編集を行う信頼されているメールアドレスまたはホストの横にあるチェッ
クボックスを選択して「Edit」(編集) をクリックします。
選択したエントリが、編集可能なテキストフィールドに表示されます。
必要な変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
変更されたエントリがリスト内に表示されます。

■

「Delete a List Item」(リストアイテムを削除):「List Items」(リストアイテム) リ
ストで、編集を行う信頼されているメールアドレスまたはホストの横にあるチェッ
クボックスを選択して「Delete」(削除) をクリックします。
削除されたエントリはリスト内に表示されなくなります。

注:
エンドユーザーの許可リストを追加する場合、リストが作成されるためには少なくと
も 1つの信頼できる送信元またはホストを許可リストに追加する必要があります。ま
た、エンドユーザーの許可リストを追加することで、そのユーザーに対して自動的に
ブロックリストも追加されるわけではないため、別に追加する必要があります。
2.3.6.2 エンドユーザー許可リストを編集する
エンドユーザーの許可リストを作成した後でリストの内容を変更できます。
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エンドユーザーの許可リストを編集するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで、「Edit End User Whitelist」(エンドユーザー許可リストの編集) をクリッ
クします。
「Edit List: whitelisted-senders-per-user」(リストの編集: ユーザー別の許可リスト
の送信者) ページが表示されます。
2. 「Available List Keys」(使用可能なリストキー) のリストで、許可リストの変更が必
要なユーザーのメールアドレスをクリックします。
「Edit List: whitelisted-senders-per-user: <endUser@email.address>」(リストの
編集: ユーザー別の許可リストの送信者: <endUser@email.address>) ページが表示さ
れます。
3. 以下の操作の 1つまたは複数を実行します。
次の中から選択してください
■

「Add List Items」(リストアイテムの追加):「Add Items」(アイテムの追加) テキ
ストボックスに、エンドユーザーの許可リストに追加する必要があるすべての信
頼できる送信者のメールアドレスとホストを追加し、「Add」をクリックします。
許可リストに追加されたすべての送信元のアドレスは、「List Items」(リストア
イテム) メニューに表示されます。

■

「Edit a List Item」(リストアイテムを編集):「List Items」(リストアイテム) リス
トで、編集を行う信頼されているメールアドレスまたはホストの横にあるチェッ
クボックスを選択して「Edit」(編集) をクリックします。
選択したエントリが、編集可能なテキストフィールドに表示されます。
必要な変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
変更されたエントリがリスト内に表示されます。

■

「Delete a List Item」(リストアイテムを削除):「List Items」(リストアイテム) リ
ストで、編集を行う信頼されているメールアドレスまたはホストの横にあるチェッ
クボックスを選択して「Delete」(削除) をクリックします。
削除されたエントリはリスト内に表示されなくなります。
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2.3.6.3 エンドユーザー許可リストを削除する
エンドユーザーの許可リストを作成した後で、リストを削除できます。
エンドユーザーの許可リストを削除するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで、「Edit End User Whitelist」(エンドユーザー許可リストの編集) をクリッ
クします。
「Edit List: whitelisted-senders-per-user」(リストの編集: ユーザー別の許可リスト
の送信者) ページが表示されます。
2. 「Available List Keys」(使用可能なリストキー) リストで、許可リストを削除する
ユーザーのメールアドレスの横にあるチェックボックスを選択して「Delete」(削除)
をクリックします。
「Available List Keys」(使用可能なリストキー) のリストが、選択したユーザーの許
可リストが削除された状態で再表示されます。
2.3.6.4 エンドユーザーのブロックリストを追加する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで、「Edit End User Blacklist」(エンドユーザーブロックリストの編集) をク
リックします。
「Edit List: blacklisted-senders-per-user」(リストの編集: ユーザー別のブロックリ
ストの送信者) ページが表示されます。
2. 「Key」(キー) のテキストボックスにブロックリストを追加する必要のあるエンド
ユーザーのアドレスを入力して、「Add」(追加) をクリックします。
「Edit List: blacklisted-senders-per-user<endUser@email.address>」(リストの編
集: ユーザー別のブロックリストの送信元: <endUser@email.address>) ページが表示
されます。
3. 以下の操作の 1つまたは複数を実行します。
次の中から選択してください
■

「Add List Items」(リストアイテムの追加):「Add Items」(アイテムの追加) テキ
ストボックスに、エンドユーザーのブロックリストに追加する必要があるすべて
の問題のある送信者のメールアドレスとホストを追加し、「Add」をクリックし
ます。
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ブロックリストに追加されたすべての送信元のアドレスは、「List Items」(リス
トアイテム) メニューに表示されます。
■

「Edit a List Item」(リストアイテムを編集):「List Items」(リストアイテム) リス
トで、編集を行う必要のある問題のあるメールアドレスまたはホストの横にある
チェックボックスを選択して「 Edit」(編集) をクリックします。
選択したエントリが、編集可能なテキストフィールドに表示されます。
必要な変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
変更されたエントリがリスト内に表示されます。

■

「Delete a List Item」(リストアイテムを削除):「List Items」(リストアイテム) リ
ストで、編集を行う必要のある問題のあるメールアドレスまたはホストの横にあ
るチェックボックスを選択して「 Delete」(削除) をクリックします。
削除されたエントリはリスト内に表示されなくなります。

注:
エンドユーザーのブロックリストを追加する場合、リストが作成されるためには少な
くとも 1つの問題のある送信元またはホストをブロックリストに追加する必要があり
ます。また、エンドユーザーのブロックリストを追加することで、そのユーザーに対
して自動的に許可リストも追加されるわけではないため、別に追加する必要がありま
す。
2.3.6.5 エンドユーザーのブロックリストを編集する
エンドユーザーのブロックリストを作成した後でリストの内容を変更できます。
エンドユーザーのブロックリストを編集するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで、「Edit End User Blacklist」(エンドユーザーブロックリストの編集) をク
リックします。
「Edit List: blacklisted-senders-per-user」(リストの編集: ユーザー別のブロックリ
ストの送信者) ページが表示されます。
2. 「Available List Keys」(使用可能なリストキー) のリストで、ブロックリストの変更
が必要なユーザーのメールアドレスをクリックします。
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「Edit List: blacklisted-senders-per-user <endUser@email.address>」(リストの編
集: ユーザー別のブロックリストの送信者: <endUser@email.address>) ページが表示
されます。
3. 以下の操作の 1つまたは複数を実行します。
次の中から選択してください
■

「Add List Items」(リストアイテムの追加):「Add Items」(アイテムの追加) テキ
ストボックスに、エンドユーザーのブロックリストに追加する必要があるすべて
の問題のある送信者のメールアドレスとホストを追加し、「Add」をクリックし
ます。
ブロックリストに追加されたすべての送信元のアドレスは、「List Items」(リス
トアイテム) メニューに表示されます。

■

「Edit a List Item」(リストアイテムを編集):「List Items」(リストアイテム) リス
トで、編集を行う必要のある問題のあるメールアドレスまたはホストの横にある
チェックボックスを選択して「 Edit」(編集) をクリックします。
選択したエントリが、編集可能なテキストフィールドに表示されます。
必要な変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
変更されたエントリがリスト内に表示されます。

■

「Delete a List Item」(リストアイテムを削除):「List Items」(リストアイテム) リ
ストで、編集を行う必要のある問題のあるメールアドレスまたはホストの横にあ
るチェックボックスを選択して「 Delete」(削除) をクリックします。
削除されたエントリはリスト内に表示されなくなります。

2.3.6.6 エンドユーザーブロックリストを削除する
エンドユーザーのブロックリストの作成後は、それらを削除が可能になります。
エンドユーザーブロックリストを削除するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Enduser」(エンドユーザー) セク
ションで、「Edit End User Blacklist」(エンドユーザーブロックリストの編集) をク
リックします。
「Edit List: blacklisted-senders-per-user」(リストの編集: ユーザー別のブロックリ
ストの送信者) ページが表示されます。
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2. 「Available List Keys」(使用可能なリストキー) のリストで、ブロックリストの削除
が必要なユーザーのメールアドレスの横にあるチェックボックスを選択して、
「Delete」(削除) をクリックします。
「Available List Keys」(使用可能なリストキー) のリストが、選択したユーザーのブ
ロックリストがリストから削除された状態で再表示されます。

2.3.7 隔離ダイジェストルールを管理する
隔離ダイジェストとは、隔離されたメッセージのリストで、エンドユーザーに送信され
ます。これらのダイジェストは「Quarantine Digest Users」(隔離ダイジェストユーザー)
リストに含まれているエンドユーザーに送信されます。隔離ダイジェストで受信が必要
なメッセージの行以外をすべて削除した上で返信すると、必要なメッセージを取り出す
ことができます。
2.3.7.1 隔離ダイジェストルールを追加する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Digest Rules」(ダイジェストルール) をクリックします。
「Digest Rules」(ダイジェストルール) ページが表示されます。
2. 「Digest configurations」(ダイジェスト設定) テーブルの下にある「Add」(追加) を
クリックします。
「Add digest」(ダイジェストの追加) 入力フォームが表示されます。
3. 以下のダイジェストルールの情報を設定します。
次の中から選択してください
■

■

■

「Name」(名前):ダイジェストの内容を説明する名前を入力します。
「Template」(テンプレート):ダイジェストのテンプレートを含むファイルの名前
を入力します。このファイルは /opt/pmx/etc/templates/<langdir> ディレ
クトリに保存される必要があります。
「Session Expire」(セッション期限):エンドユーザーのセッションクッキーが期
限切れになるまでの時間を設定します。クッキーが期限切れになった場合、ユー
ザーは別のパスワードをリクエストする必要があります。このフィールドは、フ
ラットファイル認証または LDAP 認証が使用されている場合でも影響を受けませ
ん。
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■

■

「Reason」(理由):メッセージが隔離された場合、メッセージが配信されなかった
「理由」(スパムまたはウイルスなど) が隔離記録に記載されます。ダイジェスト
は、このフィールドで指定済みの理由に該当したメッセージに関して作成されま
す。
「Address List」(アドレスリスト):ダイジェストを受信する必要があるメールアド
レスのリストをドロップダウンリストから選択します。これらのアドレスリスト
の作成の詳細については、「Quarantine Digest Users」(隔離ダイジェストユー
ザー) ページのヘルプをご覧ください。

4. 「Save」(保存) をクリックします。
「Digest configurations」(ダイジェスト設定) テーブルに変更が反映されて表示さ
れ、保存操作の結果を伝達するメッセージが表示されます。
2.3.7.2 隔離ダイジェストルールを編集する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Digest Rules」(ダイジェストルール) をクリックします。
「Quarantine:Digest Rules」(隔離: ダイジェストルール) ページが表示されます。
2. 「Digest configurations」(ダイジェスト設定) テーブルで編集するダイジェスト設
定の名前をクリックします。
「Edit digest」(ダイジェストの編集) 入力フォームが表示されます。
3. 以下のダイジェストルールの情報に対して必要な変更を実行します。
次の中から選択してください
■

■

■

■

「Name」(名前):ダイジェストの内容を説明する名前を入力します。
「Template」(テンプレート):ダイジェストのテンプレートを含むファイルの名前
を入力します。このファイルは /opt/pmx/etc/templates/<langdir> ディレ
クトリに保存される必要があります。
「Session Expire」(セッション期限):エンドユーザーのセッションクッキーが期
限切れになるまでの時間を設定します。クッキーが期限切れになった場合、ユー
ザーは別のパスワードをリクエストする必要があります。このテキストボックス
は、フラットファイル認証または LDAP 認証が使用されている場合でも影響を受
けません。
「Reason」(理由):メッセージが隔離された場合、メッセージが配信されなかった
「理由」(スパムまたはウイルスなど) が隔離記録に記載されます。ダイジェスト
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は、ここで指定済みの理由に該当したメッセージに関して作成されます。このテ
キストボックスでは半角英数字のみが使用できます。
■

「Address List」(アドレスリスト):ダイジェストを受信する必要があるメールア
ドレスのリストをドロップダウンリストから選択します。これらのアドレスリス
トの作成の詳細については、「Quarantine Digest Users」(隔離ダイジェストユー
ザー) ページのヘルプをご覧ください。

4. 「Save」(保存) をクリックして変更を入力します。
「Digest configurations」(ダイジェスト設定) テーブルに変更が反映されて表示さ
れ、保存操作の結果を伝達するメッセージが表示されます。
2.3.7.3 隔離ダイジェストルールを削除する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Digest Rules」(ダイジェストルール) をクリックします。
「Digest Rules」(ダイジェストルール) ページが表示されます。
2. [Digest configurations」(ダイジェスト設定) テーブルで、削除が必要なダイジェス
ト名の横にあるチェックボックスを選択して「 Delete」(削除) をクリックします。
「Digest configurations」(ダイジェスト設定) のテーブルが、選択されたダイジェ
スト設定ルールがリストから削除されて再表示されます。
2.3.7.4 デフォルトのダイジェストタイプ (スパム、不快な表現) を統合する
デフォルトでは、PureMessage は以下の 2つのタイプの隔離メッセージダイジェストを
生成します。「spam」(スパム) および「offensive」(不快な表現) です。「spam」(スパ
ム) ダイジェストでは、スパムを含むために理由が「spam」(スパム) として隔離された
メッセージが報告されます。「offensive」(不快な表現) ダイジェストでは、スパムを含
むために理由が「offensive」(不快な表現) として隔離されたメッセージが報告されま
す。場合によっては、ユーザーがこの両方の理由のダイジェストを 1つのダイジェスト
として受け取ることを希望する可能性があります。
デフォルトと不快な表現とスパムのダイジェストを 1つのダイジェストに統合するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブにある「Digest Rules」(ダイジェストルール) をクリック
します。
「Digest Rules」(ダイジェストルール) ページが表示されます。
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2. 「offensive」(不快な表現) という理由をスパムダイジェストに追加します。
3. 「offensive」(不快な表現) のダイジェストを削除します。(手順については、「隔離
ダイジェストルールを削除する」をご覧ください。)
スパムダイジェストに両方のタイプのメッセージが含まれます。

2.3.8 隔離ダイジェストオプションを設定する
隔離ダイジェストを使用することにした場合、承認用アドレスのエイリアスと有効期限
を「Digest Options」(ダイジェストオプション) ページで設定できます。承認用アドレ
スのエイリアスは、エンドユーザーにメール送信される隔離ダイジェストに関する応答
の返信先のメールアドレスで、エンドユーザーが隔離ディレクトリからのメッセージの
取り出しや削除のリクエストを送信する返信先のアドレスになります。有効期限の時間
内に、エンドユーザーは隔離ダイジェストに関する応答を返信する必要があります。
隔離ダイジェストオプションを設定するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Digest Options」(ダイジェストオプション) をクリックし
ます。
「Digest Options」(ダイジェストオプション) ページが表示されます。
2. 以下のデフォルトのダイジェストオプションを必要に応じて変更します。
次の中から選択してください
■

■

「Approval Address」(承認用アドレス):PureMessage のインストール中に、1つ
のメールエイリアスがメッセージの承認用に追加されます。デフォルトで、この
エイリアスは pmx-auto-approve を呼び出すように設定されています。
(PureMessage に付属しているもの以外の sendmail または Postfix ディストリ
ビューションを使用する場合は、手動でエイリアスを作成する必要があります。
手順については、PureMessage ユーザーガイドの隔離ダイジェストに関するセク
ションをご覧ください。)このフィールドで指定したアドレスは、sendmail また
は Postfix エイリアスと一致する必要があります。
「Expiry Period」(有効期限):PureMessage では各隔離ダイジェストの記録を保管
しています。エンドユーザーが隔離ディレクトリにある特定のメッセージの配信
を依頼すると、そのメッセージの取り出しリクエストはアーカイブされたダイジェ
スト記録と照合・確認されます。定期的に (デフォルトでは、5日に 1回)、ダイ
ジェストのアーカイブを消去する必要があります。

3. 「Save」(保存) をクリックします。
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「Digest Options」(ダイジェストオプション) ページが再表示され、保存操作の結果
を知らせるメッセージが表示されます。
関連タスク
JSMS (Java System Messaging Server) 用の隔離ダイジェストを設定する（?ページ）

2.3.9 隔離ダイジェスト ユーザーリストを管理する
隔離ダイジェストをエンドユーザーに送信するには、隔離ダイジェストユーザーリスト
を作成する必要があり、このリストはエンドユーザー向けのメールドレスをの簡易なリ
ストです。リストされたエントリは必要に応じて編集および削除ができます。
2.3.9.1 ユーザーを隔離ダイジェストのユーザーのリストに追加する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Quarantine digest users」(隔離ダイジェストユーザー) を
クリックします。
「Edit List:Quarantine digest users」(リストの編集: 隔離ダイジェストユーザー)
ページが表示されます。
2. 「Add Items」(アイテムの追加) テキストボックスに、隔離ダイジェストのユーザー
リストに追加するメールアドレスをエンドユーザーごとに 1つずつ入力して、「Add」
をクリックします。
特定のアドレスまたたは特定のタイプのアドレスを受信者から除外する場合には、
アドレスの冒頭に「!」記号を入力します (例: !example@foo.com )。特定のタイプの
アドレスを除外する場合には、アドレスを一部を入力することでワイルドカードと
して機能させることができます (例: !postmaster@)。
「List Items」(リストアイテム) のリストは追加されたユーザーを含めて再表示され
ます。
2.3.9.2 隔離ダイジェストのユーザーリストのエントリを編集する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Quarantine digest users」(隔離ダイジェストユーザー) を
クリックします。
「Edit List:Quarantine digest users」(リストの編集: 隔離ダイジェストユーザー)
ページが表示されます。
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2. [List Items」(リストアイテム) のテーブルで、編集が必要なメールアドレスの横に
あるチェックボックスを選択して「 Edit」(編集) をクリックします。
「List Items」(リストアイテム) テーブルにある選択されたメールアドレスは、編集
可能なテキストボックスに表示されます。
3. 必要に応じてエンドユーザーのメールアドレスを編集し、「Save」をクリックしま
す。
「List Items」(リストアイテム) のテーブルが、メールアドレスの変更を反映して再
表示されます。
2.3.9.3 隔離ダイジェストのユーザーリストからエントリを削除する
エンドユーザーの許可リストを作成した後で、リストを削除できます。
エンドユーザーの許可リストを削除するには
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Quarantine digest users」(隔離ダイジェストユーザー) を
クリックします。
「Edit List:Quarantine digest users」(リストの編集: 隔離ダイジェストユーザー)
ページが表示されます。
2. [List Items」(リストアイテム) のテーブルで、削除が必要なメールアドレスの横に
あるチェックボックスを選択して「 Delete」(削除) をクリックします。
「List Items」(リストアイテム) のテーブルが、選択されたメールアドレスが削除さ
れて再表示されます。
2.3.9.4 カスタマイズした隔離ダイジェストユーザーリストを作成する
複数の「Quarantine Digest Users」(隔離ダイジェストユーザー) リストを作成すると、
異なるタイムゾーンの受信者に異なる時刻にダイジェストを送信したり、異なる理由で
隔離されたメッセージに関するダイジェストを異なるエンドユーザーのグループに送信
したりすることができます。
カスタマイズされたダイジェストユーザーリストを作成するには
1. PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブで、「Lists」(リスト) サブメ
ニューの最上部にある「New」(新規) をクリックします。
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「 Policy:Add List/Map」(ポリシー: リスト/マップの追加) のページが表示されま
す。
2. 以下のように入力します。
a) 「Type」(タイプ) として「List」(リスト) を選択します。
b) 「ID」と「Name」(名前) の両方に、digest-secondshift のような digestで始まる名前でリストの目的を説明するように入力します。
c) 「Match Type」(一致タイプ) で「Email Globs」(メールの Globs) を選択します。
d) 必要な「Source」(ソース) オプションを選択し、必要に応じて情報を入力しま
す。
e) 「Save」(保存) をクリックします。
新しく作成されたリストへのアイテムの追加が要求されます。
f) 「secondshift」ダイジェストユーザーのメールアドレスをこのリストに追加し
ます。詳細については、「Policy」(ポリシー) タブの「Match Types」(一致タイ
プ) をご覧ください。
3. デフォルトの隔離ダイジェストユーザーリストから 「secondshift」のダイジェスト
ユーザーを削除するには、「Quarantine digest users」(隔離ダイジェストユーザー)
をクリックして、「secondshift」隔離ダイジェスト ユーザーリストのユーザーの横
ににあるチェックボックスを選択してから「Delete」(削除) をクリックします。
4. この新しいダイジェストユーザーリストをダイジェストルールに追加するには、
「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Digest Rules」(ダイジェストルー
ル) をクリックし、「Digest configurations」(ダイジェスト設定) の下の「+Add」(+
追加) をクリックします。
「Add digest」(ダイジェストの追加) 入力フォームが表示されます。
5. 以下のように入力します。
a) 「Name」(名前):内容の説明となるような「secondshift」のような名前を入力し
ます。
b) 「Template」(テンプレート):既存のスパムダイジェストテンプレートである
/opt/pmx/etc/digest-spam.tmpl を使用できます。
c) 「Reason」(理由):「spam」(スパム) のような適切な理由を入力します。
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d) アドレスリスト:ドロップダウンリストから、手順 2 で作成したアドレスリスト
を選択します。
e) 「Save」(保存) をクリックします。
新しいダイジェストがルールがテーブル内に表示された「Digest configurations」
(ダイジェスト設定) テーブルが表示されます。
6. スケジューラを設定して目的の隔離ダイジェストを作成するには、以下のコマンド
を使用する別の pmx-qdigest スケジュールジョブを追加します。
例
/opt/pmx4/bin/pmx-qdigest --digest=secondshift --quiet
また、新しい隔離ダイジェストユーザーリストに関して適宜、ジョブのスケジュー
ルを設定します。
関連概念
照合タイプ（?ページ）
関連情報
pmx-qdigest.conf
lists.conf
maps.conf
pmx-qdigest-init

2.3.10 通知アドレスマップを管理する
「Notifications Address Map」(通知アドレスマップ) を使用して、特定のアカウントに
宛てられた隔離ダイジェストを別のアカウントに転送できます。
「Notifications Address Map」(通知アドレスマップ) にマッピングエントリを追加し、
必要に応じて編集と削除が可能です。
2.3.10.1 通知アドレスマップに転送を追加する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Notifications address map」(通知アドレスマップ) をク
リックします。
「Edit Map:Notifications address map」(マップの編集: 通知アドレスマップ) ページ
が表示されます。
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2. 「Map From」(マッピング元) のテキストボックスに隔離ダイジェストが送信される
メールアドレスを入力します。
3. 「Map To」(マッピング先) のテキストボックスに隔離ダイジェストの転送先のメー
ルアドレスを入力し、「Add」(追加) をクリックします。
「Edit Map:Notifications address map」(マップの編集: 通知アドレスマップ) のペー
ジに、追加されたマッピングが含まれて再表示されます。
2.3.10.2 通知アドレスマップでの転送を編集する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Notifications address map」(通知アドレスマップ) をク
リックします。
「Edit Map:Notifications address map」(マップの編集: 通知アドレスマップ) ページ
が表示されます。
2. 転送マッピングのリストで編集が必要なマッピングの横にあるチェックボックスを
選択し、「Edit」(編集) をクリックします。
「Edit Map:Notifications address map」(マップの編集: 通知アドレスマップ) のペー
ジが再度表示され、選択してた転送マッピングに関する「Map From」(マップ元) お
よび「Map To」(マップ先) フィールドが表示されます。
3. 必要な変更を行い、「Save」(保存) をクリックします。
「Edit Map:Notifications address map」(マップの編集: 通知アドレスマップ) のペー
ジに変更が反映されて表示されます。
2.3.10.3 通知アドレスマップから転送を削除する
1. 「Quarantine」(隔離) タブのサイドバーにある「Quarantine Digests」(隔離ダイジェ
スト) のセクションで、「Notifications address map」(通知アドレスマップ) をク
リックします。
「Edit Map:Notifications address map」(マップの編集: 通知アドレスマップ) ページ
が表示されます。
2. 転送マッピングのリストで削除が必要なマッピングの横にあるチェックボックスを
選択し、「Delete」(削除) をクリックします。
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「Edit Map:Notifications address map」(マップの編集: 通知アドレスマップ) のペー
ジで、選択したマッピングが削除されて表示されます。

2.4

「Reports」(レポート) タブ

「Reports」(レポート) タブでは、 PureMessage のパフォーマンス、動作、メッセージ
処理の統計などをグラフや表で表示した、さまざまなレポートの生成と参照が可能で
す。レポートは CSV 形式でエクスポートしたり、自動生成をスケジュール設定して、特
定の受信者に送信するように設定できます。
これらのレポート機能を使用するには、PostgreSQL データベースが有効になっている
必要があります。複数のプログラムを使用して、最初に使用する前に特定のデータベー
ステーブルに数値を追加します。その他にも、PureMessage ログファイルからレポート
データを読み込み、PostgreSQL データベースにデータを保存するプログラムもありま
す。
注:
通常の操作でデータベース接続が使用できなくなった場合、OS の稼働状態を示すデー
タと隔離データに関連するレポートのみが影響を受けます。データベース接続が再度
復旧すると、その他のレポートにもシステム情報が反映されます。
「Reports:Summary」(レポート: サマリ) (デフォルト) ページには、以下の 3つの主要
な PureMessage レポートが表示されます。
■

■

■

「Top Spam Relays」(最多スパムリレー):スパムメッセージを最も多く送ってきてい
るリレーを示します。
「Message Categories」(メッセージカテゴリ):スパム、ウイルス、またはその他 (ウ
イルスまたはスパムではない) として検出されたメッセージ数を示します。PureMessage
では、1つのメッセージがスパムと同時にウイルスを含んでいる場合、そのメッセー
ジはウイルスの合計数の方にのみカウントされます。デフォルトでは、スパム確率が
50% 以上の場合、そのメッセージはスパムと見なされます。
「Quarantine」(隔離):ローカルと中央の隔離ディレクトリの現在のサイズ (キロバイ
ト) で示します。また、追加されたメッセージの概要情報が示され、隔離ディレクト
リの増加率を把握できます。

「Summary」(サマリ情報) ページのレポートをアップデートするには、サイドバーの
「Reports Summary」(レポートサマリ) をクリックします。また、このリンクを使用し
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て「Reports」(レポート) タブにある他のページから「Summary」(サマリ情報) ページ
に戻ることができます。
ヒント :
また、PureMessage Groups Web Interface の「Reports」(レポート) タブから利用で
きるレポートオプションを使用して、レポートの生成、参照、およびエクスポートを
実行できます。Groups Web Interface を使用してカスタムポリシーのレポートを作成
できますGroup Web Interface は当初、グループ管理モデルにおいてタスクを委任する
ために使用されていましたが、レポートマネージャとして設定できます。組織で多数
のレポートが生成され、複数のインターフェースで PureMessage を管理する方が都合
が良い場合には、この方法を設定することが可能です。詳細については、「管理者レ
ファレンス」の「管理グループ」のセクションの 「レポートを参照および管理する」
をご覧ください。
関連概念
ログおよびレポート（437ページ）
管理グループ（299ページ）
レポートを参照および管理する（330ページ）

2.4.1 レポートの説明
PureMessage は重要なパフォーマンス統計に関するグラフィカル表示のレポートを作成
します。このレポートは事前に定義しておきます。これらのレポート機能を使用するに
は、PostgreSQL データベースが有効になっている必要があります。PureMessage によっ
て提供されるレポートは以下です。
「Attachment size」(添付ファイルのサイズ)
添付ファイルのサイズを対数分布の形式によるグラフで表示します。
「Attachment type」(添付ファイルのタイプ)
添付ファイルのタイプ別に添付ファイル数を表示します。
注:
デフォルトの状態では、「Attachment Sizes」(添付ファイルのサイズ) と「Attachment
Types」(添付ファイルのタイプ) のレポートには共にデータが含まれていません。
PureMessageで添付ファイルに関するレポートデータの表示が必要な場合は、「管理
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者レファレンス」の「添付ファイル情報を追加する」での手順に従ってPureMessage
のポリシーを編集します。
「Disc Usage」(ディスク使用率)
PureMessage によって使用されるディスクスペースの割合をホストごとにキロバイト単
位で表示します。
「Memory Usage」(メモリ使用率)
PureMessage によって使用されるメモリ量をホストごとにキロバイト単位で表示しま
す。
「Message Categories」(メッセージカテゴリ)
スパム、ウイルス、またはその他 (ウイルスまたはスパムではない) として検出された
メッセージ数を表示します。PureMessage では、1つのメッセージがスパムと同時にウ
イルスを含んでいる場合、そのメッセージはウイルスの合計数の方にのみカウントされ
ます。デフォルトでは、スパム確率が 50% を上回る場合、そのメッセージはスパムと見
なされます。
「Rejected MTA Connections」(拒否された MTA 接続)
MTA レベルの IP ブロッキングが原因で拒否された接続の数を表示します。
「OS Health」(OS の稼働状態)
種類の値が表示され、CPU の使用率を10倍したものと、平均負荷を 100倍した値が表示
されます。
「Overall Spam and Virus Count」(スパム数およびウイルス数の概要)
受信されたスパムメッセージの総数とウイルスに感染したメッセージの総数を表示しま
す。
「Messages Blocked by the Policy」(ポリシーによってブロックされたメッセージ数)
「Message is from Blocked IP」(ブロックされた IP からのメッセージ) のポリシーテス
トに適合したメッセージ数を表示します。これらのメッセージは、別のポリシーアク
ションがルール内で使用されている場合でも「Blocked」(ブロックされたメッセージ)
としてレポートされます。
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「Policy Mark Hits」(ポリシーへのマーキング数)
メッセージログにあるキーのカウント回数を表示します。特定のポリシールールにログ
マーキングのアクションが追加された場合、それらのルールが適用された回数を把握す
るのに、このレポートを使用できます。
「Quarantine Size」(隔離ディレクトリのサイズ)
追加されたメッセージの数が示され、隔離ディレクトリの増加率を把握できます。ま
た、このレポートでは、ローカルの隔離ディレクトリの現在のサイズ (キロバイト単位)
と隔離されたメッセージの総数を表示します。
「Number of Releases」(取り出されたメッセージ数)
隔離ディレクトリから取り出されたメッセージ数を表示します。これによって現在のエ
ンドユーザーのアクティビディを把握し、隔離ディレクトリから取り出されたメッセー
ジ数に関して大きな変化があった場合などにフィルタリング方法の変更を検討する目処
にすることができます。
「Rule Hit Rates」(ルールとの一致率)
さまざなスパムルールに適合した頻度を表示します。使用環境内のシステムに関する特
定のスパムルールに対応する数値 (weight) を調整する場合に、このレポートを活用でき
ます。これらのルールは、Sophos から送られてくる PureMessage アップデートに含ま
れています。
「Spam Range Volumes」(スパムスコア別のメッセージ数)
スパムスコアの範囲別に含まれるメッセージ数をパーセンテージで表示します。隔離
ディレクトリに隔離されたメッセージ数や隔離されずに配信されてしまったスパム数を
最小限にするために、このレポートを活用してポリシー設定を変更するのに活用できま
す。スパムの可能性があるメッセージをスパムスコアの値の範囲別に分類しています。
「Top Other Relays」(最多のその他のリレー)
最も多くのその他のメッセージ (スパムまたはウイルスのどちらにも分類されないメッ
セージ) を処理したリレーを数が多い順に表示します。許可されたホストに追加する必
要のある他のリレー (パートナーなど) をこのレポートでハイライト表示して、スパム
フィルタリングのパフォーマンスの細かな設定作業に役立てることができます。
「Top Relays」(最多リレー)
メールが経由しているリレーサーバーを、メール数が多い順に表示します。
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「Top Releasers」(最も多くのメッセージを取り出したユーザー)
最も多くのメッセージを取り出したユーザーを表示します。
「Top Spam Recipients」(最多スパム受信者)
最も多くのスパムを受信者したユーザーを、検出されたスパムメッセージ数が多い順に
表示します。このレポートを活用して、どのユーザーが多量のスパムを受信しているか
を理解することで、ユーザーグループまたは特定のユーザーに対してスパムのフィルタ
リングを強化するカスタムのポリシールール作成できます。
「Top Spam Relays」(最多スパムリレー)
メールが経由しているリレーサーバーを、検出したスパムメッセージ数が多い順に表示
します。
「Top Spam Senders」(最多スパム送信者)
メールの送信者を、検出したスパムメッセージ数が多い順に表示します。
「Top Virus Relays」(最多のウイルスリレー)
メールが経由しているリレーサーバーを、検出したウイルスメッセージ数が多い順に表
示します。
「Top Virus Types」(最多ウイルスタイプ)
メッセージ内に見つかった (ウイルス ID によって分類された) ウイルスタイプを表示し
ます。ID 別の最新のウイルスの詳細については、Sophos の「最新のウイルス定義ファ
イル」ページをご覧ください。
関連概念
添付ファイル情報を追加する（444ページ）

2.4.2 レポートを参照する
1. サイドバーにある「Reports」(レポート) をクリックします。
「Reports」(レポート) ページが表示されます。
2. 参照が必要なレポート名をクリックします。
コンテンツ領域にレポートに固有のページが表示され、選択したレポートが表示さ
れます。

PureMessage for UNIX | PureMessage Manager レファレンス | 217

2.4.3 レポートを変更する
個別のレポートのレポートデータの表示方法やデータ範囲を変更するには、サイドバー
にある以下の「Modify Report」(レポートの変更) のオプションを使用します。
1. 「Format」(書式) のドロップダウンリストで、レポートの書式に関するオプション
を選択します。
2. 「Time」(時間) のドロップダウンリストで、時間範囲のオプションを選択するか、
「Use Start/End Times」(開始/終了時間を指定) を選択して特定の日付と時間のパ
ラメータを設定します。
3. 「Use Start/End Times」(開始/終了時間を指定) をクリックした場合、レポートの
開始と終了に関する年、月、日付、および時刻を設定します。
4. 「Grouping」(グループ分け) のドロップダウンリストで、サーバーの組み合わせを
クリックします。
5. 「Change」(変更) をクリックします。
指定したパラメータで選択したグラフがコンテンツ領域に表示されます。

2.4.4 レポートをエクスポートする
CSV (comma-separated value) 形式でレポートをエクスポートするには
1. データのエクスポートが必要なレポートの個別のページを開きます。
2. レポートの期間とグループ範囲を設定します。
3. タスクバーの「Tasks」(タスク) の下にある「Export」(エクスポート) をクリックし
ます。

2.4.5 レポートをスケジュールする
1. メールで送信する必要のあるレポートに対応する個別のページを開きます。
2. 必要なレポート形式、時間、およびグループ分けを設定します。
3. タスクバーの「Tasks」(タスク) の下にある「Schedule」(スケジュール) をクリッ
クします。
「Schedule Reports」(レポートのスケジュール) のページが表示されます。
4. 「Main To」(宛先) のテキストボックスに受信者のメールアドレスを入力します。
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5. 「Subject」(件名) のテキストボックスにメールの件名を入力します。
6. 「Schedule」(スケジュール) フォームの下にある「Schedule」(スケジュール) をク
リックします。
「Add Job Entry」(ジョブエントリを追加) のページが表示されます。
関連情報
pmx-reports-mailer\sftnbj

2.5

「Local Services」(ローカルサービス) タブ

「Local Services」(ローカルサービス) タブによって、 ローカルシステム上で実行され
るネットワークサービスやスケジュールジョブの管理が可能になります。これらのサー
ビスおよびスケジュールジョブは、PureMessage の主要な機能の一部です。
「Background Services」(バックグラウンドサービス) テーブルには、ローカルシステ
ムにインストールされたネットワークサービスとそのステータス情報が一覧表示されま
す。このテーブルでは、これらのサービスの「Start」(開始)、「Restart」(再開始)、お
よび「Stop」(停止) を制御できます。また、サービス名をクリックするとステータスに
関するページを閲覧できます。これらのサービス別のステータスページには、選択され
たサービスに関する詳細情報が表示され、各ページのサイドバーには多くの場合、その
サービスに対応する設定ページへのリンクが含まれます。
「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ) のテーブルには、PureMessage の効果的な
稼働に必要な多数のジョブを実行するのに常用されるコマンドが一覧されています。こ
れらのジョブには、隔離アップデート、隔離ダイジェストの生成と送信、およびレポー
トデータの収集などが含まれます。「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ) テーブル
では、スケジュールジョブの追加、有効/無効の変更、 削除などを実行できます。
また、「Local Services」(ローカルサービス) タブのサイドバーからアクセスできる多
くのページでは、グローバルログファイルの閲覧やグローバル設定オプションの設定が
可能です。

2.5.1 バックグラウンドサービスを管理する
インストールした PureMessage のロールに含まれているサービスとスケジュールジョ
ブのみが、「Background Services」(バックグランドサービス) に表示されます。また、
「AntiVirus Service」(ウイルス対策サービス) は、サービスとして実行するように設定
されている場合にのみ、このテーブルに表示されます。
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「Background Services」(バックグラウンドサービス) のテーブルに表示されるサービ
スは、この後のセクションで説明します。
2.5.1.1 「Background Services」(バックグランドサービス) テーブルを使用する
■

サービスを管理するには
a) 管理が必要なサービスの左側にあるチェックボックスを選択します。
b) テーブルの下部にあるボタンの「Start」(開始)、「Restart」(再開始)、または
「Stop」(停止) の中から実行が必要なサービス管理操作を選択してクリックしま
す。

■

サービスのステータスを参照するには
a) 「Service Type/Name」(サービスタイプ/名前) 列でステータスの参照が必要な
サービス名をクリックします。

2.5.1.2 「Anti-Virus Service」(ウイルス対策サービス) を管理する
デフォルトで Sophos Anti-Virus のバックエンドが PureMessage エンジン (Milter (Policy)
サービス) によって直接読み込まれます。Sophos Anti-Virus は、「Run As Service」(サー
ビスとして実行) オプションを Manager の「Policy:Anti-Virus Options」(ポリシー: ウイ
ルス対策オプション) ページで選択している場合にのみ独立したサービスとして表示さ
れます。これによって、「Dashboard」(ダッシュボード) タブおよび「Local Services」
(ローカルサービス) タブの両方に「AntiVirus Service」(AntiVirus サービス) の項目が追
加されます。
ステータス、プロセス ID、スキャナプロセス数、接続数、およびキューメッセージ数は
「Details」(詳細) 列に表示されます。このページからサービスを停止または開始できま
す。追加情報については、「AntiVirus Service」(ウイルス対策サービス) をクリックし
ます。
サービス別の設定ページにアクセスするには、「Background Services」(バックグラウ
ンドサービス) テーブルで「AntiVirus Service」(ウイルス対策サービス) をクリックして
から、「Edit」(編集) をクリックします。「Anti-Virus Service」(ウイルス対策サービ
ス) ページでは、「Status」(ステータス) のテーブルに以下の情報が表示されます。
■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

■

「Port」(ポート):Anti-Virus サービスとの通信に使用されるポート番号。デフォルト
では 18080 です。
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■

■

■

「Connections」(接続):このサービスに関する現在の接続数。
「Queued」(キュー処理):ウイルス対策サービスによってキューに追加されたメッセー
ジ数。
「Scanners」(スキャナ数):実行されているウイルス対策スキャナの数。
注:
また、「Status」(ステータス) テーブルの下にある「Edit」(編集) をクリックして
「Anti-Virus Service」(ウイルス対策サービス) オプションを変更できます。

ウイルス対策サービスを管理するには「Start」(開始)、「Restart」(再開始) または
「Stop」(停止) をクリックします。現在、使用可能なアクションのみが表示されます。
「Anti-Virus Service」(ウイルス対策サービス) の設定を変更する
1. 必要に応じて「Settings」(設定) テーブルにあるテキストボックスを変更します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

■

■

■

■

「Concurrency Limit」(同時起動数の上限):与えられた時間内にウイルス対策デー
モンがサービスを提供できる同時起動数を指定します。デフォルトは CPU の数の
2 倍の値です。
「Inactive Limit」(非アクティブ時間の上限):デーモンスロットが削除されてメモ
リが解放されるまでの間に非アクティブの状態でいられる時間の上限を指定しま
す。指定する値は「Scan Limit」(検索時間の上限) で設定されている時間よりも
少ない方が好都合です。デフォルトの設定の値は 2分 (120) です。
「Scan Limit」(検索時間の上限):デーモンがメッセージを検索してタイムアウト
を返すまでに待機する時間の上限を絶対値で指定します。デフォルトは 5分 (300)
です。
「Port」(ポート):デーモンとの通信に PureMessage で使用するポートを指定しま
す。デフォルトは local:/tmp/pmx-vscan.sock です。
「Reinit Limit」(再起動する上限メッセージ数):各ウイルス対策プロセスが検索す
るメッセージ数の最大値を指定します。この値に達するとプロセスが再起動され
ます。プロセスの起動にかかる経費は、追加メッセージの検索処理で増加するコ
ストに比較すると甚大です。値が「0」の場合、上限がないことを意味し、タイム
アウトまたは不正終了の場合にのみデーモンが再起動されます。デフォルトの値
は 1024 です。
「Queue Limit」(キュー数の上限):PureMessage からの接続を拒否するまでに受
け入れるキューメッセージ数の最大値を指定します。この値を大幅に増加させる
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と、デーモンはキューのための大量のメモリーを使用することになります。この
値が「0」の場合、上限がないことになります。デフォルトの値は 4096 です。
■

「Respawn Wait」(再開始までの待機時間):予期なく終了したプロセスを再開始す
るまでのデーモンの待機時間を指定します。メッセージを検索せずにプロセスが
終了してしまった場合、ここで指定した時間が経過するまでデーモンは再開され
ません。デフォルトは 5分 (300) です。

2. 必要な変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
2.5.1.3 HTTPD (Manager) サービスを管理する
「HTTPD (Manager)」(HTTPD (管理インターフェース)) サービスによって、PureMessage
Manager の GUI が提供されます。「HTTPD (Manager)」サービスがインストールされて
いる場合、「Background Services」(バックグランドサービス) のテーブル内にのみ表
示されます。ステータス、プロセス ID、ポート番号 (デフォルトで 18080) が表示され
ます。「Details」(詳細) 列には、SSL が有効に設定されているかどうかが表示されま
す。追加情報については、「HTTPD (Manager)」(HTTPD (管理インターフェース)) をク
リックして、サービスが実行されているホスト名やサービスの稼働状態などの情報も含
んだ「Manager Status」(Manager のステータス) ページをご覧ください。
「Manager Status」(Manager のステータス) ページには、「Manager Service」(Manager
サービス) の表に以下の情報が表示されます。
■

■

■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。
「SSL」:SSL (Secure Sockets Layer) プロトコルが有効に設定されているかどうかを
示します。
「Port」(ポート):このサービスとの通信に使用されるポート番号。デフォルトでは
18080 です。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

■

「Hostname」(ホスト名):サービスを実行しているサーバーの DNS 名。

HTTPD (Manager) サービスを管理するには「Start」(開始)、または「Restart」(再開始)
をクリックして目的のアクションを実行します。実行可能なアクションのみが表示され
ます。
関連情報
pmx-manager
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SSL を設定する
SSL (Secure Sockets Layer) パッケージがインストールされている場合、Web ブラウザ
と PureMessage Manager が実行されているサーバー間での通信が SSL で暗号化される
設定はデフォルトで有効になります。機密情報 (パスワードなど) をインターネット上で
送信する場合、SSL の使用が推奨されます。ただし、SSL と互換性のあるブラウザを
持っていないか、使用しているブラウザから PureMessage Manager のホストへの HTTPS
リクエストをブロックするファイアウォールがある場合には、SSL を無効にする必要が
あります。
デフォルトの SSL 暗号化設定を変更するには
1. 必要に応じて「SSL Support」(SSL サポート) テーブル内のテキストボックスを変更
します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

■

「Enable SSL if available」(使用可能な場合 SSL を有効化):ドロップダウンリスト
を使用して SSL サポートを有効/無効に設定できます。
「Private Key File」(プライベートキーファイル):プライベートキーの .pem ファ
イルのパスおよびファイル名を入力します。
「Certificate File」(認証ファイル):認証ファイルがプライベートキーファイルと同
じ場合、「Same file as private key」(プライベートキーと同じファイル) を選択
します。認証ファイルがプライベートキーファイルと異なる場合、表示されてい
るテキストボックスに認証ファイルの場所を指定するパスを入力します。

2. 必要な変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
関連タスク
自己署名証明書を生成する（?ページ）
関連情報
pmx-cert
自己署名証明書を生成する
SSL 接続の安全性を高めるには、プライベートな証明書を使用することをお勧めしま
す。デフォルトで、PureMessage は /opt/pmx/etc/manager/manager.pem の証明
書を使用します。自己署名証明書を作成する必要がある場合は、pmx-cert コマンドを
使用して作成します。
以下の手順では、OpenSSL がシステムにインストールされていることを前提にしてお
り、詳細については、http://www.openssl.org/ をご覧ください。

PureMessage for UNIX | PureMessage Manager レファレンス | 223

自己署名証明書を生成するには
1. コマンドラインで、PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) としてログイン
します。
2. ルートの PureMessage インストールディレクトリの下にある
/opt/pmx/etc/manager/ ディレクトリに移動します。
3. pmx-cert.pem ファイルを以下のコマンドで生成します。
例
pmx-cert --dns=<fully qualified domain name of the server>
--email ="<Administrator's email address>" --ip=<IP address of
server>
--url=http://<fully qualified domain name of the server>

the

4. PureMessage Manager の「Local Services:SSL Encryption」(ローカルサービス: SSL
暗号化) ページで「Private Key File」(プライベートキーファイル) のテキストボック
スを編集して /opt/pmx/etc/manager/pmx-cert.pem のようにします。「Same
file as private key」(プライベートキーと同一のファイル) オプションのボタンが選
択されていることを確認して、「Save」(保存) をクリックします。証明書の承認を
求めるメッセージが表示されます。証明書を永続的に承認するオプションを選択し
ます。
5. 「Local Services:Manager Status」(ローカルサービス: 管理ステータス) のページで
「Restart」(再起動) をクリックします。
関連タスク
SSL を設定する（?ページ）
関連情報
OpenSSL Website
サーバー IP アクセスコントロールを設定する
追加のセキュリティ機能として、アクセスを許可または拒否するホスト名または IP アド
レスを指定して、PureMessage Manager の Web サーバーへのアクセスを許可するシス
テムを指定できます。PureMessage Manager の Ｗeb サーバーがインターネットからア
クセスできるようになっている場合、この機能は重要です。この保護機能がない場合、
他人にパスワードを解読されて PureMessage システムを完全に制御させてしまう可能
性があります。
1. 「IP Access Control」(IP アクセスコントロール) ページで、ホスト名 (例:
foo.bar.com)、IP アドレス (例: 255.255.255.128)、および IP ネットワーク (例:

224 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

10.254.3.0 または 10.254.1.0/255.255.255.128) をテキストボックスに入力
します。
2. 「Allow From All Addresses」(すべてのアドレスを許可)、「Only Allow From Listed
Addresses」(リストに含まれているアドレスのみを許可)、「Deny From Listed
Addresses」(リストに含まれているアドレスを拒否) から必要なオプションボタンを
選択します。
3. アクセス許可リストでホスト名を指定している場合、「Resolve hostnames on every
request」(リクエストごとにホスト名を解決) オプションを有効にします。
PureMessage Manager サーバーへのリクエストは IP アドレスのフォームで受け取ら
れます。このオプションを有効にすると IP アドレスの代わりにホスト名がログに記
録されます。
4. 必要な変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
ログを設定する
PureMessage Manager を設定してユーザーアクションとモジュールの使用状況を CLF
(Common Log Format) 形式で記録できます。ログは
/opt/pmx/var/log/manager/activity_log ファイルに書き込まれます。ログが設
定されると「Browse Activity Log」(アクティビティログを参照) の機能を使用して個別
のユーザーやモジュールのアクティビティを解析できるようになります。
ログを設定するには
1. 必要に応じて「Configure Logging」(ログの設定) ページにあるテキストボックスを
編集します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

■

■

「Enable Logging」(ログを有効にする):ドロップダウンリストを使用してログを
有効/無効を設定します。
「Resolve Host Names」(ホスト名を解決する):IP アドレスに基づいてホスト名を
判別するために DNS 逆引き参照を実行する場合に選択します。これが選択されて
いる場合、ホスト名が IP アドレスの代わりにログに記録されます。
「By Users」(ユーザー別):ログを有効にするユーザー名を選択します。デフォル
トでは、「All Users」(すべてのユーザー) のチェックボックスが選択されていま
す。
「Clear Logfiles」(ログファイルをクリア):ログファイルをクリアにする頻度を指
定する時間間隔をドロップダウンリストから選択します。「Never」(なし)、
「Every Week」(毎週)、または「Every Month」(毎月) のいずれかを選択します。
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■

■

「Log File Changes」(ログファイルの変更):ログファイルに変更されたファイル
や実行されたコマンドに関する詳細情報を含める場合に選択します。
「In Modules」(モジュール):ログを有効にするモジュール名を選択します。デフォ
ルトでは、「All Modules」(すべてのモジュール) のチェックボックスが選択され
ています。
注:
一覧されているモジュールは、PureMessage Manager タブの項目一致しています
が、以下の 2つは例外です。RPC はリモート プロシージャ コール (Remote
Procedure Calls) のモジュールで、 コマンドのリモートシステム間での実行を可能
にし、 EUWI および CSM の一部の操作で使用されます。miniserv は PureMessage
Manager の Web ページの実行に使用される Web サーバーです。

2. 必要な変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
関連情報
mx-log
アクティビティログを参照する
ログ記録が有効に設定されている場合、「Browse Activity Log」(アクティビティログ
の参照) 機能を使用してユーザーとモジュールのアクティビティの詳細に関して
PureMessage Manager のログを検索できます。
1人または複数のユーザーのアクティビティを確認するには
1. 「By user」(ユーザー別) リストボックスでアクティビティの確認が必要なユーザー
(1人または複数) を選択します。
Ctrl キー+クリック を使用して複数のユーザー名を選択するか、「All users」(すべ
てのユーザー) チェックボックスを選択できます。
2. 「In module」(モジュール) リストボックスで、確認が必要な選択ユーザーによって
使用されるモジュールを 1つまたは複数選択します。
Ctrl キー+クリック を使用して複数のユーザー名を選択するか、「All users」(すべ
てのユーザー) チェックボックスを選択できます。
3. 「From」(～から) および「To」(～まで) のドロップダウンリストを使用してアク
ティビティの期間を設定します。
4. 必要な変更を行った後で「Search」(検索) をクリックします。
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「Local Services:Activity Log」(ローカルサービス: アクティビティログ) ページが検
索結果を一覧したテーブルと共に再表示されます。
5. 詳細を確認するには、エントリに対応した「Action」(アクション) をクリックしま
す。
「Activity Log」(ページ)が、選択したログエントリに詳細を一覧したテーブルと共
に再表示されます。「Details of logged action」(ログに記録されたアクションの詳
細):
■

■

■

■

「User」(ユーザー) 名をクリックすると、そのユーザーに対応する「Edit User」
(ユーザーの編集) テーブルにアクセスできます。
「Module」(モジュール) 名をクリックすると、アクションが実行されたモジュー
ルにアクセスできます。
「URL」をクリックするとアクションが実行されたページにアクセスできます。
「Session ID」(セッション ID) をクリックすると、「Search Results」(検索結果)
テーブルに戻ります。

関連情報
pmx-log-summary
pmx-mlog-watch
管理者アカウントを作成する
PureMessage Manager へのアクセスは個別のユーザーおよびユーザーグループのプロ
ファイルによって制御され、このプロファイルには種々の PureMessage モジュールに
対するアクセス権限が含まれます。
PureMessage Manager の管理者アカウントを作成するには
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブのサイドバーで、「Administrators」(管
理者) の横にある「New」(新規) をクリックします。
「Add User」(ユーザーの追加) テーブルを含む「Manager Status」(PureMessage
Manager ステータス) ページが表示されます。
2. 「Add User」(ユーザーの追加) のテーブルでテキストボックスに入力処理を行いま
す。
以下のテキストボックスがあります。
■

「Name」(名前):ユーザーの氏名を入力します。
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■

■

■

「Login」(ログイン):アカウント情報のユーザー名を入力します。
「Enabled」(有効):アカウントを有効にするには「Yes」(はい) を選択し、アカウ
ントを無効のままにするには「No」(いいえ) を選択します。
「Password」(パスワード) および「Confirm Password」(パスワードの確認入
力):アカウントの初期のパスワードの入力し、確認のための再入力を行います。
注:
ある時点で管理者アカウントを一時的に無効にした場合、アカウントを再度有
効にする際にパスワードを再設定する必要があります。

■

■

「Member of」(メンバーに含む):各グループの横にあるチェックボックスを選択
すると、この管理者がそのグループのメンバーになります。グループに許可され
ているアクセス権限を表示する「Edit Group」(グループの編集) ページにアクセ
スするには、グループ名をクリックします。
「Permissions」(権限):グループメンバーに許可されている権限に加えて、ユー
ザーに権限を追加する必要がある場合、必要な権限に対応するチェックボックス
を選択します。
注:
ほとんどの場合、許可されている権限はユーザーがアクセスできるタブ (実際に
はモジュール) に一致しています。以下の項目では、使用できるタブの内容とモ
ジュールが異なります。
— 「View message content」(メッセージの内容を表示) - 隔離ディレクトリの
検索リストでユーザーがメッセージの内容を確認できるようにするかどうか
を決定します。
— 「RPC - Server Groups」(RPC - サーバーグループ) タブで、リモートシステ
ムの起動、再起動、サービスの停止、設定ファイルのパブリッシュなどのリ
モートシステムに関するすべての変更を行う必要があります。
— 「RPC: view status」(RPC: ステータスを表示) - 「Server Groups」(サーバー
グループ) タブでリモートシステムの情報をユーザーが参照できるようになり
ますが、ユーザーは内容を変更できません
— 「miniserv」 - 次の「Session authentication never expires」(セッション認
証の期限切れなし) を有効にするには、このモジュールをチェックして有効に
設定する必要があります。
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— 「Session authentication never expires」(セッション認証の期限切れなし) これを許可していない場合、ユーザーがログオンできる期間に期限切れが発
生します。

3. ユーザープロファイルの作成が完了したら、「Save」(保存) をクリックします。
作成されたアカウントのユーザー名は、サイドバーの「Administrators」(管理者)
セクションに表示されます。
関連タスク
管理者アカウントを編集する（?ページ）
管理者アカウントを編集する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) のサイドバーの「Administrators」(管理者)
セクションで編集が必要な管理者アカウント名をクリックします。
「Edit User 」(エンドユーザー) テーブルを含む「Manager Status」(PureMessage
Manger ステータス) ページが表示されます。
2. 必要に応じて選択したアカウントの情報を変更します。
変更可能なテキストボックスは以下です。
■

「Name」(名前):ユーザーの氏名を変更できます。

■

「Enabled」(有効):アカウントの有効/無効の設定を変更できます。

■

「Password」(パスワード) および「Confirm Password」(パスワードの確認入
力):管理ユーザーのパスワードを再設定できます。
注:
ある時点で管理者アカウントを一時的に無効にした場合、アカウントを再度有
効にする際にパスワードを再設定する必要があります。

■

「Member of」(メンバーに含む):ユーザーが所属するグループを変更できます。
グループに許可されているアクセス権限を表示する「Edit Group」(グループの編
集) ページにアクセスするには、グループ名をクリックします。
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■

「Permissions」(権限):グループメンバーとして許可されている権限に加えて、
許可されているユーザー権限を変更できます。
注:
ほとんどの場合、許可されている権限はユーザーがアクセスできるタブ (実際に
はモジュール) に一致しています。以下の項目では、使用できるタブの内容とモ
ジュールが異なります。
— 「View message content」(メッセージの内容を表示) - 隔離ディレクトリの
検索リストでユーザーがメッセージの内容を確認できるようにするかどうか
を決定します。
— 「RPC - Server Groups」(RPC - サーバーグループ) タブで、リモートシステ
ムの起動、再起動、サービスの停止、設定ファイルのパブリッシュなどのリ
モートシステムに関するすべての変更を行う必要があります。
— 「RPC: view status」(RPC: ステータスを表示) - 「Server Groups」(サーバー
グループ) タブでリモートシステムの情報をユーザーが参照できるようになり
ますが、ユーザーは内容を変更できません
— 「miniserv」 - 次の「Session authentication never expires」(セッション認
証の期限切れなし) を有効にするには、このモジュールをチェックして有効に
設定する必要があります。
— 「Session authentication never expires」(セッション認証の期限切れなし) これを許可していない場合、ユーザーがログオンできる期間に期限切れが発
生します。

3. 変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
関連タスク
管理者アカウントを作成する（?ページ）
管理者グループを作成する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブのサイドバーで、「Groups」(グループ)
の横にある「New」(新規) をクリックします。
「Add Group」(グループの追加) テーブルを含む「Manager Status」(PureMessage
Manager ステータス) ページが表示されます。
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2. 「Add Group」(グループの追加) テーブルにあるテキストボックスへの入力処理を行
います。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

「Groups」(グループ):グループ名を入力します。
「Permissions」(権限):グループのアクセス権限を許可するモジュールの横の
チェックボックスを選択します。
注:
ほとんどの場合、許可されている権限はユーザーがアクセスできるタブ (実際に
はモジュール) に一致しています。以下の項目では、使用できるタブの内容とモ
ジュールが異なります。
— 「View message content」(メッセージの内容を表示) - 隔離ディレクトリの
検索リストでユーザーがメッセージの内容を確認できるようにするかどうか
を決定します。
— 「RPC - Server Groups」(RPC - サーバーグループ) タブで、リモートシステ
ムの起動、再起動、サービスの停止、設定ファイルのパブリッシュなどのリ
モートシステムに関するすべての変更を行う必要があります。
— 「RPC: view status」(RPC: ステータスを表示) - 「Server Groups」(サーバー
グループ) タブでリモートシステムの情報をユーザーが参照できるようになり
ますが、ユーザーは内容を変更できません
— 「miniserv」 - 次の「Session authentication never expires」(セッション認
証の期限切れなし) を有効にするには、このモジュールをチェックして有効に
設定する必要があります。
— 「Session authentication never expires」(セッション認証の期限切れなし) これを許可していない場合、ユーザーがログオンできる期間に期限切れが発
生します。

3. グループ名と権限を設定した後、「Save」(保存) をクリックします。
作成されたグループ名は、サイドバーの「Groups」(グループ) セクションに表示さ
れます。
関連タスク
管理者グループアカウントを編集する（?ページ）
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管理者グループアカウントを編集する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) のサイドバーの「Administrators」(管理者)
セクションで編集が必要な管理者アカウント名をクリックします。
「Edit User 」(エンドユーザー) テーブルを含む「Manager Status」(PureMessage
Manger ステータス) ページが表示されます。
2. 必要に応じて選択したアカウントの情報を変更します。
変更可能なテキストボックスは以下です。
■

「Group」(グループ):グループ名を変更できます。

■

「Permissions」(権限):グループ権限を変更できます。
注:
ほとんどの場合、許可されている権限はユーザーがアクセスできるタブ (実際に
はモジュール) に一致しています。以下の項目では、使用できるタブの内容とモ
ジュールが異なります。
— 「View message content」(メッセージの内容を表示) - 隔離ディレクトリの
検索リストでユーザーがメッセージの内容を確認できるようにするかどうか
を決定します。
— 「RPC - Server Groups」(サーバーグループ) タブで、リモートシステムの起
動、再起動、サービスの停止、設定ファイルのパブリッシュなどのリモート
システムに関するすべての変更を行う必要があります。
— 「RPC: view status」(RPC: ステータスを表示) - 「Server Groups」(サーバー
グループ) タブでリモートシステムの情報をユーザーが参照できるようになり
ますが、ユーザーは内容を変更できません
— 「miniserv」 - 次の「Session authentication never expires」(セッション認
証の期限切れなし) を有効にするには、このモジュールをチェックして有効に
設定する必要があります。
— 「Session authentication never expires」(セッション認証の期限切れなし) これを許可していない場合、ユーザーがログオンできる期間に期限切れが発
生します。

3. 変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
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関連タスク
管理者グループを作成する（?ページ）
2.5.1.4 HTTPD (RPC/UI) サービスを管理する
HTTPD (RPC/UI) サービスによって、PureMessage のエンドユーザーにが参照する GUI
と Groups Web Interface が表示されるようになります。HTTPD (RPC/UI) サービスは、
EUWI (End User Web Interface) と Groups Web Interface の両方のオプションがインス
トール時に選択されていた場合にのみ「Background Services」(バックグラウンドサー
ビス) テーブルに表示されます。
EUWI によって、個別のユーザーが PureMessage のメールフィルタリング機能にアクセ
スできるようになります。エンドユーザーは、隔離メッセージの参照と管理、ユーザー
に個別の許可リストとブロックリストの管理、個人的なメールフィルタリングオプショ
ンの設定が可能になります。
Groups Web Interface によって、グローバル管理者が管理責任をグループ/ドメインや
ロールに基づいて「グループ」管理者に委任できます。委任されるタスクには、隔離管
理、レポート、リスト管理、および特定のポリシーの設定が含まれます。
ステータス、プロセス ID、およびポート番号 (デフォルトは 28443) が「Background
Services」(バックグラウンドサービス) テーブルの「Details」(詳細) 列に表示されま
す。
追加情報については、「HTTPD (RPC/UI)」をクリックして「HTTPD (RPC/UI):Status」
(HTTPD (RPC/UI): ステータス) ページを表示すると、このサービスを実行しているサー
バーのホスト名、EUWI の URL、サービスの設定が最新であるかどうかなどを確認でき
ます。
「HTTPD (RPC/UI):Status」(HTTPD (RPC/UI): ステータス) ページには、「RPC/UI
Status」(RPC/UI ステータス) テーブルに以下の情報が表示されます。
■

■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。
「Summary」(サマリ情報):サービスを提供する PureMessage のパッケージ名とアク
セスに使用されるポートの情報が含まれます。

■

「Servername」(サーバー名):このサービスを実行している完全修飾ドメイン名。

■

「Url」:このサービスにアクセスするために使用されるフル URL。

■

「Ready」(準備完了):サービスの準備が完了しているかどうかを示します。

■

「Config」(設定):このサービスの設定が最新のものであるかどうかを示します。
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■

■

「Port」(ポート):このサービスとの通信に使用されるポート番号。デフォルトでは
28080 です。
「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

HTTPD (RPC/UI) サービスを管理するには「Start」(開始)、「Restart」(再開始) または
「Stop」(停止) をクリックします。実行可能なアクションのみが表示されます。
用語
EUWI （End User Web Interface）（533ページ）
Groups Web Interface（534ページ）
HTTPD (RPC/UI) サービスへのアクセスを設定する
デフォルトで、この機能は「Host Access List」(ホストアクセスリスト) を使用します。
このリストを変更またはこの機能で使用する新しいリストを作成するには、PureMessage
Manager レファレンスの「Policy」タブのセクションの「リストを編集する」をご覧く
ださい。
RPC (Remote Procedure Call) サービスは EUWI (End User Web Interface) で使用され、
PureMessage Manager との通信を行います。デフォルトで設定されている HTTPD
(RPC/UI) サービスへのアクセスは、IP アドレスのソースまたは認証されたマシンのホス
ト名として「Host Access List」(ホストアクセスリスト) を使用するように設定されて
います。このリストには、すべての PureMessage サーバーの IP アドレスまたはホスト
名が含まれます。「Local Services:Configure RPC Service」(ローカルサービス: RPC
サービスの設定) ページを使用して、アクセスコントロールの決定に使用するリストを
選択できます。
RPC サービスのホストアクセス リストを設定するには
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」(バックグラ
ウンドサービス) テーブルで、「HTTPD (RPC/UI)」をクリックしてからサイドバー
にある「Configure RPC Service」(RPC サービスの設定) をクリックします。
「Configure RPC Service」(RPC サービスを設定) のページが表示されます。
2. 「RPC」テーブルで、「Host Access List」(ホストアクセスリスト) として使用する
リストをドロップダウンリストから選択します。
3. 「Save」(保存) をクリックします。
関連タスク
リストを編集する（164ページ）
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関連情報
pmx-rpc-enduser
RPC サーバーの場所を設定する
RPC サーバーの場所およびアクセスのタイムアウトを設定するには
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」(バックグラ
ウンドサービス) テーブルで、「HTTPD (RPC/UI)」をクリックしてからサイドバー
にある「Configure End User UI」(エンドユーザー UI を設定) をクリックします。
「Configure End User UI」(エンドユーザーの設定) ページが表示されます。
2. 必要に応じて「Configuration」(設定) テーブルにあるテキストボックスを変更しま
す。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

「RPC Server」(RPC サーバー):EUWI (End User Web Interface) を実行するサー
バーのアドレスおよびポート番号を指定します。
「RPC Timeout」(RPC タイムアウト):HTTPD (RPC/UI) サーバーへの接続ががタ
イムアウトになるまで時間の長さを指定します。デフォルトでは、1分 (1m) で
す。分および秒の値には個別に「m」および「s」の文字を追加して指定します。
数字のみで指定した場合、秒 (s) として処理されます。

3. 変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
関連情報
pmx-rpc-enduser
EUWI サーバーを設定する
EUWI (End User Web Interface) を実行するサーバーのホスト名およびポート名を設定す
るには
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」(バックグラ
ンドサービス) テーブルで、「HTTPD (RPC/UI)」をクリックしてからサイドバーに
ある「Configure HTTPD Service」(HTTPD サービスを設定) をクリックします。
「Configure HTTPD Service」(HTTPD サービスを設定) のページが表示されます。
2. 必要に応じて「Configuration」(設定) テーブルにあるテキストボックスを変更しま
す。
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以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

「Hostname」(ホスト名):ホスト名は完全修飾ドメイン名である必要があります。
「Port」(ポート):デフォルトは 28080 です。この値は 1024 より大きな任意の
ポート番号に変更できます。

3. 変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
関連情報
pmx-httpd
EUWI の自己署名証明書を生成する
SSL 接続の安全性を高めるには、自己署名証明書を生成することをお勧めします。以下
の手順では、OpenSSL がシステムにインストールされていることを前提にしており、詳
細については、http://www.openssl.org/ をご覧ください。
自己署名証明書を生成するには
1. コマンドラインで、PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) としてログイン
します。
2. PureMessage のインストールディレクトリのルートの下の
/opt/pmx/etc/manager/httpd2/ にディレクトリを変更します。
3. 以下のコマンドを実行して pmx-cert.cert および pmx-cert.pem のバックアッ
プを実行します。
例
mv pmx-cert.cert backup-pmx-cert.cert
mv pmx-cert.pem backup-pmx-cert.pem

4. 新しい pmx-cert.pem ファイルを以下のコマンドで生成します。
例
pmx-cert --dns=<fully qualified domain name of the EUWI server>
--email ="<Administrator's email address>" --ip=<IP address of the
EUWI server>
--url=http://<fully qualified domain name of the EUWI server>

5. /opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl.conf ファイルの SSLCertificateFile
オプションが、/opt/pmx/etc/manager/httpd2/pmx-cert.pem に設定されて
いることを確認します。
6. HTTP (RPC/UI) サービスを以下のコマンドで再起動します。
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例
pmx-httpd stop; httpd

関連タスク
SSL を設定する（?ページ）
関連情報
OpenSSL Website
pmx-cert
2.5.1.5 ログ検索インデックスサービスを管理する
このサービスでは、PureMessage がメール処理を行う際に新しいログメッセージにイン
デックス化の処理を行い、Groups Web Interface でログ検索オプションを使用する際に
より速くログ検索を実行できるようになります。このサービスでは、メールとメッセー
ジログの両方からのメッセージを処理します。このサービスは、Groups Web Interface
でログ検索オプションを使用する前に有効に設定してある必要があります。Postfix の
MTA がログ検索には必要なため、sendmail を使用しているインストールの場合、この
サービスはでデフォルトで無効に設定されています。また、 の以前のバージョンから
PureMessage の最新バージョンにアップグレードしている Postfix のユーザーに対して
は、このサービスはデフォルトで無効に設定されています。
重要 :
「Log Search Service」(ログ検索サービス) を有効に設定する前に、メッセージログと
メールログの両方にログローテーションを設定する必要があります。詳細については、
「PureMessage ログファイルをローテーションする」をご覧ください。
ログ検索サービスを有効に設定するにはバージョン 5.x から PureMessage の最新バー
ジョンにアップグレードしている場合、 /opt/pmx/etc/logsearch.conf で enabled
を yes に設定して手動でログ検索サービスを有効に設定する必要があります。続いて、
「Log Search Index:Status」(ログ検索インデックス: ステータス) ページで「Start」(開
始) をクリックします。
「Log Search Index:Status」(ログ検索インデックス: ステータス) ページの「Log Search
Index Status」(ログ検索インデックスステータス) に以下の情報が表示されます。
■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

■

「Ready」(準備完了):サービスでインデックス化の準備が整っているかどうかを示し
ます。
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ログ検索サービスを管理するには「Start」(開始)、「Restart」(再開始) または「Stop」
(停止) をクリックします。実行可能なアクションのみが表示されます。
関連概念
ログ検索（326ページ）
PureMessage ログファイルをローテーションする（54ページ）
用語
Groups Web Interface（534ページ）
2.5.1.6 IP ブロッカサービスを管理する
「IP Blocker」(IP ブロッカ) サービスでは、SophosLabs によってブロックリストにリ
ストされた IP アドレスからのメッセージを拒否します。このオプションを有効にする
と、ポリシーでのより複雑なテストを実行する前にスパムをブロッキングできるため、
パフォーマンスを改善できます。
注:
IP アドレスのブロックを行うために MTA レベルの IP ブロッキングを有効にする場合
でも、PureMessage のポリシーを使用する場合でも、PureMessage で 「IP Blocker
Service」(IP ブロッカサービス) が有効に設定されている必要があります。
「IP Blocker Service:Status」(IP ブロッカサービス: ステータス) ページでは、「Blocker
Status」(ブロッカステータス) のテーブルに以下の情報が表示されます。
■

■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。
「Summary」(サマリ情報):サービスを提供する PureMessage のパッケージ名とアク
セスに使用されるポートの情報が含まれます。

■

「Config」(設定):このサービスの設定が最新のものであるかどうかを示します。

■

「Port」(ポート):このサービスとの通信に使用されるポート番号。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

IP ブロッカサービスを管理するには「Start」(開始)、「Restart」(再開始) または「Stop」
(停止) をクリックします。実行可能なアクションのみが表示されます。
2.5.1.7 Milter (ポリシー) サービスを管理する
「Milter (Policy)」(Milter (ポリシー)) サービスは PureMessage のメール処理サービスの
中心となるものです。このサービスは MTA (mail transfer agent) からメッセージを受け
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取り、 設定されたポリシーに従って処理した後、配信のためにメッセージを MTA に戻
します。
「Milter (Policy)」(Milter (ポリシー)) サービスは、ステータスとプロセス ID と共に常に
「Background Services」(バックグラウンドサービス) のテーブルに表示されます。Milter
処理の数は「Details」(詳細) 列に表示されます。追加情報については、「Milter (Policy)」
(Milter (ポリシー)) サービスをクリックして 「Milter Status」(Milter ステータス) ページ
を確認してください。スレッド数、サービスが実行されているポート、およびトップレ
ベルプロセスの仮想メモリ (VM) のサイズの情報もそこに表示されます。
「Milter Status」(Milter ステータス) ページで「Edit」(編集) をクリックして、サービス
に特化した設定ページである「Edit Milter」(Milter を編集) ページを表示できます。
「Milter Status」(Milter ステータス) ページでは、 「Milter:Policy」(Milter: ポリシー)
テーブルに以下の情報が表示されます。
■

■

■

■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。
「Port」(ポート):(sendmail で使用) Milter が Sendmail サービスとの通信に使用する
ポート番号。
「SMTP Listen Port」(SMTP 受信ポート):(Postfix で使用) Milter サービスが接続リク
エストを受信するポート番号。
「SMTP Talk Port」(SMTP 発信ポート):(Postfix で使用) Milter サービスが Postfix サー
ビスとの通信に使用するポート番号。

■

「Process Id」(プロセス ID):Unix/Linux のプロセス ID。

■

「VM Size」(VM サイズ):使用される仮想メモリサイズ。

■

■

「Threads」(スレッド):スレッドモードで実行している場合に使用可能なスレッドの
数 (空白でも可)。
「Processes」(プロセス):実行されている Milter サービスの数。

Milter サービスを管理するには「Start」(開始)、「Restart」(再開始) または「Stop」(停
止) をクリックします。実行可能なアクションのみが表示されます。
基本の Milter 設定を編集する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」(バックグラ
ンドサービス) テーブルで、「Milter (Policy)」をクリックしてから「Milter: Policy」
(Milter: ポリシー) テーブルの下部にある「Edit」(編集) をクリックします。
「Edit Milter」(Milter の編集) ページが「Milter:Policy」(Milter: ポリシー) テーブルと
共に表示されます。
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2. 「Milter:Policy」(Milter: ポリシー) テーブルで必要に応じてテキストボックスの内容
を変更します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

「Enabled」(有効):ドロップダウンリストを使用して、この Milter の有効/無効を
設定します。
「Sendmail」:このオプションを選択して PureMessage で sendmail が MTA とし
て機能するように設定します。
— 「Port」(ポート):Milter が実行されるポートを指定します。PureMessage の
Milter ポートを変更する場合、対応する sendmail の Milter ポートをアップデー
トする必要があります。

■

「Postfix」:このオプションを選択して PureMessage で Postfix が MTA として機
能するように設定します。
— 「SMTP Talk Port」(SMTP 発信ポート):Milter が Postfix と通信してフィルタリ
ングされたメールを配信するのに使用するポートを指定します。この値を変更
した場合、対応する Postfix の「Forward Host」(転送ホスト) と「Forward Port」
(転送ポート) をアップデートする必要があります。
— 「SMTP Listen Port」(SMTP 受信ポート):Milter が Postfix からフィルタリング
が必要なメールを受信するのに使用するポートを指定します。この値を変更し
た場合、対応する Postfix のホストとポートを「Postfix コンテンツフィルタリ
ングを設定する」で説明されているようにアップデートする必要があります。

3. 「Save」(保存) をクリックします。
関連タスク
Postfix コンテンツフィルタリングを設定する（?ページ）
関連情報
pmx.conf
pmx-milter
Milter 設定オプションを変更する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」(バックグラ
ウンドサービス) テーブルで、「Milter (Policy)」をクリックしてからサイドバーに
ある「Milter Options」(Milter オプション) をクリックします。
「Milter Options」(Milter オプション) ページが表示されます。
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2. 必要に応じて「Interpreters」(インタプリタ) テーブルにあるテキストボックスを変
更します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

「Concurrent Interpreter Limit」(同時起動インタプリタ数の上限):与えられた時
間内に PureMessage がサービスを提供できる同時起動のリクエスト数を指定しま
す。デフォルトの値は、システム上の利用可能な物理メモリに基づいてインストー
ル時に算出されます。
「Concurrency Limit」(同時起動数の上限時のアクション):同時起動数の上限に達
した際に実行されるアクションを指定します。有効なオプションの値は、「wait」
(待機)、「tempfail」(一時的なエラー)、または「accept」(受諾) です。デフォル
トは「tempfail」(一時的なエラー) です。
「Preload Interpreters」(事前にロードしておくインタプリタ数):複数スレッドの
Milter に対して起動する perl インタプリタ数を指定します。デフォルトの値は、
システム上の CPU の数の 5倍の値です。
「Interpreter Reinitialization (number of connections)」(再初期化インタプリタ
(接続数)):再初期化されるまでに perl インタプリタが提供する接続数を指定しま
す。値が 0 の場合、再初期化は行われないことを意味します。デフォルトは 2048
です。
「Use Threads」(スレッドを使用):このオプションを無効に設定した場合、Milter
では新しい接続を処理する際に新規のスレッドを使用する代わりに新しいプロセ
スを開始します。デフォルトでは、すべてのプラットフォームに対して「no」で
す。
「Milter umask」:Milter プロセスに対する umask の値を設定します。デフォルト
は 007 です。
「Debug Output Level」(デバッグ出力のレベル):Milter ログ情報の詳細度を選択
します。高レベルになるほど、詳細なログ情報が提供されます。デフォルトは「No
Debug Output」(デバッグ出力なし) で、優先度が DEBUG のログメッセージは表
示されません。
「Message Buffer Size」(メッセージのバッファサイズ):各メッセージの保持に使
用できる内部のバッファサイズを設定します。この値よりも大きなサイズのメッ
セージは、一時的にディスクに書き込まれます。デフォルトは 1,000,000 (約 1
MB) です。
「Maximum Requests Allowed Before Removal」(削除される前までに許可され
るリクエストの最大数):プロセスプールが有効になっている場合、このオプション
によって、プロセスが停止されて新しいプロセスが代わりに開始されるまでに、
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プロセスによる処理が可能な接続数を指定できます。デフォルトは 0 で、この場
合にはプロセスが新しいプロセスに代わることがありません。
■

■

■

■

「Maximum Time Idle Before Removal From Pool」(プールから削除されるまで
にアイドル状態にできる最大時間):プロセスプールが有効になっている場合、この
オプションによって、プール内のプロセスが削除されるまでのアイドル時間を指
定できます。デフォルトは 5m (5分) です。
「Log Connection Time」(ログ接続時間):これが有効に設定されている場合、Milter
ログに書き込まれるログエントリには各接続の経過時間が記録されます。デフォ
ルトは「off」です。
「Log Message Processing Time」(ログメッセージの処理時間):これが有効に設
定されている場合、Milter ログに書き込まれるログエントリには各メッセージの
処理に使われた時間が記録されます。デフォルトは「off」です。
「Timestamp Logs in GMT」(GMT 時間でのログのタイムスタンプ):ログのタイム
スタンプを記録する際に GMT 時間か、ローカル時刻のいずれを使用するかを指定
します。デフォルトは「no」です。

3. 「Save」(保存) をクリックします。
関連情報
pmx.conf
pmx-milter
Milter のアクティビティログを参照する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Background Services」(バックグラ
ウンドサービス) テーブルで、「Milter (Policy)」をクリックしてからサイドバーに
ある「Activity Log」(アクティビティログ) をクリックします。
「Milter:Activity Log」(Milter: アクティビティログ) ページが表示されます。
2. 必要に応じて「Recent Activity」(最近のアクティビティ) テーブルでログファイル
の参照用のフィルタを設定します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

「Log」(ログ):参照するログを選択します。3種類のログがあります。
— 「Activity Log」(アクティビティログ):PureMessage の Milter によって処理さ
れたメッセージを表示します。
— 「Error Log」(エラーログ):Milter によって報告されたエラーを表示します。
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— 「Output Log」(出力ログ):Milter 出力を表示します。
■

■

■

■

■

「Priority」(優先順位):参照が必要なログエントリの優先度レベルを選択します。
ログの優先度レベルは、syslog で使用されている優先度レベルに対応しています。
「Auto Refresh」(自動更新):このオプションが有効に設定されている場合、表示
が 5秒ごとに更新されます。
「Filter」(フィルタ):表示されたテキストボックスのデータ全体またはその一部を
入力して、そのデータに基づいて出力をフィルタリングします。
「Show」(表示):表示するログ記録の数を入力します。最新のログ記録から順に表
示されます。
「Collapse」(縮小):このオプションが有効に設定されている場合、同一の「Queue
ID」(キュー ID) を持つ複数のエントリは、1つのエントリにまとめられて表示され
ます。

3. 表示方法を設定した後では、「View」(表示) をクリックして表示結果を確認します。
2.5.1.8 PostgreSQL サービスを管理する
PostgreSQL サービスは PureMessage のレポートが作成されるデータベースです。ま
た、PostgreSQL はユーザーのリソースデータも保管し、隔離データベースとしても機
能します。PostgreSQL サービスは、PostgreSQL がインストールされている場合には
「Background Services」(バックグラウンドサービス) テーブルに表示されます。サー
ビスステータスおよびプロセス ID は「Background Services」(バックグラウンドサー
ビス) テーブルに表示されます。サービスが使用するポートは「Details」(詳細) 列に表
示されます。
追加情報については、「PostgreSQL Service」(PostgreSQL サービス) をクリックして
「PostgreSQL Service:Status」(ローカルサービス: PostgreSQL サービス: ステータス)
ページを表示すると、サービスが使用可能かどうかの状態や PostgreSQL サービスが実
行されているホストを確認できます。
「PostgreSQL Service:Status」(PostgreSQL サービス: ステータス) ページでは、
「PostgreSQL Status」(PostgreSQL ステータス) テーブルに以下の情報が表示されま
す。
■

■

■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。
「Summary」(サマリ情報):PostgreSQL データベースサービスを使用する主要な
PureMessage 機能と使用されるポート番号のサマリ情報。
「Ready」(準備完了):サービスの準備が完了しているかどうかを示します。
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■

「Port」(ポート):このサービスとの通信に使用されるポート番号。

■

「Hostname」(ホスト名):サービスが実行されるホスト名。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

「PostgreSQL Service」(PostgreSQL サービス) を管理するには「Start」(開始)、
「Restart」(再開始) または「Stop」(停止) をクリックします。実行可能なアクションの
みが表示されます。
2.5.1.9 「Queue Runner」(キューランナー) サービスを管理する
「Queue Runner」(キューランナー) サービスは、メールシステムに戻されるメッセージ
をいったん保管する場所にあるフォルダである、キューを管理し、持続的に更新しま
す。「Queue Runner」(キューランナー) サービスは、「Background Services」(バッ
クグラウンドサービス) テーブルに常に表示されます。
「Queue Runner」(キューランナー) サービスページでは、「Status」(ステータス) テー
ブルに以下の情報が表示されます。
■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

■

「Ready」(準備完了):サービスの準備が完了しているかどうかを示します。

「Queue Runner 」(キューランナー) サービスを管理するには「Start」(開始)、
「Restart」(再開始) または「Stop」(停止) をクリックします。実行可能なアクションの
みが表示されます。
2.5.1.10 スケジューラサービスを管理する
スケジューラサービスは cron の代替で、スケジュールされたすべての PureMessage
ジョブを簡単に停止できたり、GUI によって管理できるような追加の制御機能を提供し
ます。「Scheduler Service」(スケジューラサービス) は「Background Services」(バッ
クグラウンドサービス) テーブルに常に表示されます。スケジューラサービスが実行す
るジョブは下記の「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ) テーブルに表示されます。
「Scheduler Service」(スケジューラサービス) ページには、以下の情報が「Status」
(ステータス) テーブルに表示されます。
■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。
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「Scheduler Service」(スケジューラサービス) を管理するには「Start」(開始)、
「Restart」(再開始) または「Stop」(停止) をクリックします。実行可能なアクションの
みが表示されます。
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
2.5.1.11 SMTP (Postfix) サービスを管理する
SMTP (Postfix) サービスは、PureMessage がサポートする MTA の 1つです。「SMTP
(Postfix)」サービスは、PureMessage に付属の Postfix のバージョンがインストール時
に有効に設定されている場合にのみ、「Background Services」(バックグラウンドサー
ビス) テーブルに表示されます。
「Background Services」(バックグラウンドサービス) テーブルには Postfix サービスの
ステータスとプロセス ID が表示されます。追加情報については、「SMTP (Postfix)」を
クリックして 「Postfix Status」(Postfix ステータス) ページをご覧ください。Postfix の
準備状態と Postfix プロセスの仮想メモリ (VM) のサイズが表示されます。
「SMTP (Postfix)」サービスページでは、「Status」(ステータス) テーブルに以下の情
報が表示されます。
■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。

■

「PID」:Unix/Linux のプロセス ID。

■

「Ready」(準備完了):サービスの準備が完了しているかどうかを示します。

■

「VM Size」(VM サイズ):現在の仮想メモリのサイズ。

SMTP (Postfix) サービスを管理するには「Start」(開始)、「Restart」(再開始) または
「Stop」(停止) をクリックします。実行可能なアクションのみが表示されます。
Postfix コンテンツフィルタリングを設定する
PureMessage は、コンテンツフィルタリングが有効な Postfix のすべてのバージョンと
連動します。Postfix のコンテンツフィルタリングのメカニズムでは、メッセージを SMTP
を経由して PureMessage に転送します。その後、PureMessage は、メッセージを修正
したり、Postfix へ戻したり、メッセージの隔離、または PureMessage ポリシーに基づ
いたその他のアクションを実行できます。
Postfix コンテンツフィルタリングを設定するには
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブにある「Background Services」(バック
グラウンドサービス) テーブルで、「SMTP (Postfix)」をクリックします。
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「Postfix Status」(Postfix のステータス) ページが表示されます。
2. サイドバーメニューの「Content Filtering Configuration」(コンテンツフィルタリン
グ設定) をクリックします。
「Postfix Content Filtering」(Postfix コンテンツ フィルタリング) ページが表示され
ます。
3. 必要に応じて「Settings」(設定) テーブルにあるテキストボックスを変更します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

■

■

■

「Host」(ホスト):PureMessage が Postfix 接続を受信するインターフェースです。
PureMessage が Postfix と同じホスト上で実行されている場合、これは localhost
に設定する必要があります。Postfix と同じホスト上で実行されていない場合、
PureMessage が実行されている完全修飾ホスト名またはホストの IP アドレスを
指定します。ここで使用する値は、「SMTP Talk Port」(SMTP 発信ポート) のホス
ト部分に対応している必要があります (詳細は「基本 Milter 設定を編集する」をご
覧ください)。
「Port」(ポート):PureMessage が Postfix の受信接続に使用するポートです。デ
フォルトは 10025 です。ここで使用する値は、「SMTP Talk Port」(SMTP 発信
ポート) のポート部分に対応している必要があります (詳細は「基本 Milter 設定を
編集する」をご覧ください)。
「Forward Host」(転送ホスト):PureMessage がフィルタリングしたメールを送信
するホストです。「Host」(ホスト) オプションと同様に、PureMessage と Postfix
が同一のホストで実行されている場合、これは localhost に設定される必要があり
ます。ここで使用する値は、「SMTP Listen Port」(SMTP 受信ポート) のホスト部
分に対応している必要があります (詳細は「基本 Milter 設定を編集する」をご覧く
ださい)。
「Forward Port」(転送ポート):PureMessage がメッセージを Postfix に送り返す
際に使用するポートです。デフォルトは 10026 です。ここで使用する値は、
「SMTP Listen Port」(SMTP 受信ポート) のホスト部分に対応している必要があり
ます (詳細は「基本 Milter 設定を編集する」をご覧ください)。
「Concurrency」(同時起動数):システムがフィルタリングのタスクをスケジュー
ルする効率を決定します。この値を大きくすると一般的にはメッセージ処理の遅
延が少なくなる傾向がありますが、スケジューリングを行う手間と消費するメモ
リ量が多くなります。この値は、システムの CPU の数の増加に応じて増やす必要
があります。10 以上の値で、CPU の数の 3倍の値を指定することをお勧めしま
す。
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4. 「Save」(保存) をクリックします。
5. Postfix サービスを再起動して変更を適用します。
関連タスク
基本の Milter 設定を編集する（?ページ）
Postfix サービスを再設定する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブにある「Background Services」(バック
グラウンドサービス) テーブルで、「SMTP (Postfix)」をクリックします。
「Postfix Status」(Postfix のステータス) ページが表示されます。
2. サイドバーメニューの「Change Postfix Configuration」(Postfix 設定の変更) をク
リックします。
「Postfix Configuration」(Postfix の設定) ページが表示されます。
3. 必要に応じて「Settings」(設定) テーブルにあるテキストボックスを変更します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

■

■

「Name of Mail Server」(メールサーバー名):メールサーバーのインターネット上
の完全修飾ホスト名を指定します。例: myhost.example.org
「Domain」(ドメイン):このサーバーが属するローカルのインターネット ドメイ
ン名を指定します。例: example.org
「Originating Address」(送信元のアドレス):非限定的なアドレスに Postfix が追加
するドメイン名を指定します。値は $myhostname または $mydomain を指定し
て、「Name of Mail Server」(メールサーバー名) および「Domain」(ドメイン) の
テキストボックスで指定した値を使用できるようにします。
「Destination Address」(宛先のアドレス):Postfix がローカルでメッセージを送信
する宛先のメールアドレスのリストを指定します。リスト内の値は、カンマ + 半
角スペースで区切ります。上記と同様に $myhostname または$mydomain を
「Originating Address」(送信元のアドレス) で使用したのと同様の方法で使用で
きます。下記に例を示します。
— クライアントマシンまたはゲートウェイ:$myhostname,
localhost.$mydomain
— ドメイン全体に対するメールサーバー (メールハブなど): myhostname,
localhost.$mydomain, $mydomain
— 仮想ホストインターフェースを使用するメールサーバー: $myhostname
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■

■

「Mail Relay」(メールリレー):公開されているネットワーク上にコンピュータがあ
る場合、そのコンピュータを経由してメールをリレーすることが承認されている
クライアンント IP アドレスを指定する必要があります。デフォルトの設定では、
マシンが接続しているすべてのクラスの A、B、または C のネットワークが含まれ
ています。この設定ではリレー許可を多くのクライアントマシンに与え過ぎてい
るため、より権限を制限したリストを指定することが推奨されます。
「Gateway」(ゲートウェイ):メール配信用に使用される SMTP リレー。ファイア
ウォールが使用されるいる場合、またはネットワークが専用のメールゲートウェ
イを持っている場合、リレーを行うホストを指定します。下記に例を示します。
— 使用しているドメインの DNS MX レコードにあるサーバーを使用するには、
$mydomain を入力します。
— ホストの MX レコードに関連するサーバーを使用するには、mail.$mydomain
を入力します。
— MX レコードに関係なく、特定のホストを使用する場合、[mail.$mydomain]
を入力します。

4. 「Save」(保存) をクリックします。
5. Postfix サービスを再起動して変更を適用します。
用語
DNS A レコード（532ページ）
DNS MX レコード（533ページ）
2.5.1.12 SMTP (Sendmail) サービスを管理する
SMTP (Sendmail) サービスは、PureMessage がサポートする MTA の 1つです。「SMTP
(Sendmail)」サービスは、PureMessage に付属の sendmail のバージョンがインストー
ル時に有効に設定されている場合にのみ、「Background Services」(バックグラウンド
サービス) テーブルに表示されます。
「Background Services」(バックグラウンドサービス) テーブルにはステータスとプロ
セス ID が表示されます。また、サービスが設定されているかどうかが、「Details」(詳
細) 列に示されます。追加情報に関しては、「SMTP (Sendmail)」をクリックして
「Sendmail Status」(Sendmail ステータス) ページをご覧ください、sendmail の準備状
態と sendmail プロセスの仮想メモリ (VM) のサイズなども表示されます。
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「Local Services:Sendmail Status」(ローカルサービス: Sendmail ステータス) ページに
は、「Sendmail」テーブルに以下の情報が表示されます。
■

「Status」(ステータス):サービスが実行されているかどうかを示します。

■

「Process Id」(プロセス ID):Unix/Linux のプロセス ID。

■

「Ready」(準備完了):サービスの準備が完了しているかどうかを示します。

■

「VM Size」(VM サイズ):使用される仮想メモリサイズ。

SMTP (Sendmail) サービスを管理するには「Start」(開始)、「Restart」(再開始) または
「Stop」(停止) をクリックします。実行可能なアクションのみが表示されます。
Sendmail サービスを再設定する
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブにある「Background Services」(バック
グラウンドサービス) テーブルで、「View Milter Configuration」(Milter 設定の参照)
をクリックします。
「Milter Settings」(Milter 設定) ページが表示されます。
2. 設定を変更するには、「Input Mail Filter Configuration: Policy」(メールフィルタ設
定: ポリシー) テーブルの下の「Edit」(編集) をクリックします。
「Sendmail:Edit Milter」(Sendmail: Milter の編集) ページが表示されます。
3. 必要に応じて以下の設定を変更します。
■

■

■

「Status」(ステータス):sendmail サービスの「Enabled」(有効) または
「Disabled」(無効) の設定を指定します。
「Port」(ポート):デフォルトでは、Milter のソケットアドレスは
inet:3366@localhost です。この値は PureMessage Milter の実行が設定され
ているポートと一致する必要があります。ポートを設定後、「Ping」をクリック
して、ポートが適切に設定されているかどうかを確認します。
「Fail mode」(失敗モード):sendmail が PureMessage の Milter への接続に失敗し
た場合のアクションを指定します。オプションは次のとおりです。
— 「Accept」(容認):sendmail は、いずれにせよメッセージを送信します。
— 「Tempfail」(一時的な失敗):sendmail は一時的に停止し、後で再実行します。
(デフォルトのオプション)
— 「Reject」(拒否):sendmail はメッセージの受信を拒否します。
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■

「Timeouts」(タイムアウト):タイムアウトの設定によって、種々のアクションを
実行して失敗とするまでの sendmail の Milter の待ち時間を設定できます。Milter
のタイムアウトの詳細については、PureMessage FAQ (よくある質問) の「フィル
タに適用する推奨されるタイムアウトの値は?」をご覧ください。追加の Milter 設
定に関する情報は、ソフォス サポートデータベースの「PureMessage for UNIX:
Milter パラメータを環境設定する」をご覧ください。

4. 必要な変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
5. sendmail サービスを再起動して変更を有効にします。
関連情報
PureMessage for UNIX: Milter パラメータを環境設定する
sendmail の設定ウィザードを実行する
sendmail の実行方法 (ハブまたはゲートウェイ) の設定を変更するには、「Configuration
Wizard」(設定ウィザード) を実行する必要があります。
注意 :
sendmail の設定を別のモードに変更すると、sendmail.mc ファイルに対して行った
カスタム設定が消去されます。sendmail の Milter を設定または参照するすべての設定
を再度適用する必要があります。
sendmail の設定ウィザードを実行するには
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブにある「Background Services」(バック
グラウンドサービス) テーブルで、「Run Configuration Wizard」(設定ウィザードに
実行) をクリックします。
「Select Mail Server Type」(メールサーバー タイプの選択) ページが表示されます。
2. 以下の 2つのサーバータイプの 1つを選択します。
次の中から選択してください
■

「Mail Hub」(メールハブ):すべてのローカルアカウントにメールを配信する際に
選択します。
a. 「Next」(次へ) をクリックします。
「Configure a Mail Hub」(メールハブの設定) のページが表示されます。
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b. 終了時には自動的に sendmail サービスを再起動するように設定する必要があ
る場合、「Save Configuration」(設定の保存) テーブルの下部にあるチェック
ボックスを選択します。
c. 「Finish」(終了) をクリックします。
■

「Mail Gateway」(メールゲートウェイ):再配布のためのメールを別のサーバーに
転送する際に選択します。
a. 「Next」(次へ) をクリックします。
「Configure a Gateway Mail Server」(ゲートウェイ メールサーバーの設定) の
ページが表示されます。
b. 各ドメインおよびサーバーに関する情報を以下の方法で入力します。
ドメイン名 (例: myorganization.com) を入力します。すべてのサブドメイ
ンを含めるには、ドメイン名の最初にピリオドを入力します。(例:
.myorganization.com)スペースまたはタブを入力します。ホスト名を入力
します。MX ルックアップによってホスト名の解決を実行させない場合は、ホ
スト名を角かっこで囲んでください (例:
smtp:[exchange.myorganization.com])。
c. 必要なサーバーとドメインの名前をすべて指定したら、「Next」(次へ) をク
リックします。
「Specify the domains that this server will relay email for」(このサーバーが
メールをリレーするドメインを指定) のテーブルが表示されます。
d. アドレス、サブネット、ホスト名、ドメイン名、またはサブドメインを指定し
ます。
各エントリは別々の行に入力する必要があります。リストに localhost を追
加してください。
e. 「Next」(次へ) をクリックします。
「Save Configuration」(設定の保存) のダイアログボックスが表示されます。
終了時には自動的に sendmail サービスを再起動するように設定する必要があ
る場合、「Save Configuration」(設定の保存) テーブルの下部にあるチェック
ボックスを選択します。
g. 「Finish」(終了) をクリックします。
f.

「Sendmail Status」(sendmail のステータス) ページが表示されます。
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3. sendmail が自動的に再起動されるオプションを選択していなかった場合、
「Sendmail」テーブルの下部にある「Restart」(再起動) をクリックしてサービスを
手動で最起動して変更を反映させる必要があります。

2.5.2 スケジュールされたジョブを管理する
「スケジュールジョブ」は cron の代替で、特定の時間間隔で実行されるようにスケジュー
ル設定されたコマンドです。さまざまなジョブを PureMessage インストールの一部と
して含めることができます。多くのジョブはデフォルトで有効に設定されています。個
別のジョブの詳細については、「管理者レファレンス」のスケジュールジョブとして実
行されるコマンドを含めて PureMessage コマンドに関して説明しているセクションを
ご覧ください。各デフォルトのスケジュールジョブの簡単な説明については、「スケ
ジュールジョブの説明」をご覧ください。
注意 :
PureMessage Monitor を有効にするスケジュールジョブはデフォルトでインストール
されますが、無効になっています。PureMessage監視は技術的に高度な監視ツールで
あるため、 実装する際には Sophos の技術サポートまたは Sophos のプロフェッショ
ナル サービスからのサポートを受けながら実行してください。独自にこの機能を設定
して実装しようとすると、 PureMessage が失敗する可能性があります。
「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ) テーブルにデフォルトのスケジュールジョブ
が、PureMessage の新しいインストールでは表示されるようになり、「Scheduler
Service」(スケジューラサービス) によって設定された頻度で自動的に実行されるように
設定されています。これらのジョブには、隔離アップデート、隔離ダイジェストの生成
と送信、およびレポートデータの収集などが含まれます。その他のジョブも追加してス
ケジュール設定することができます。「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ) テーブ
ルでは、スケジュールジョブの追加、有効/無効の変更、 削除などを実行できます。
■

■

■

新しいスケジュールジョブを追加するには「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ)
テーブルの下部で「Add New」(新規追加) をクリックして「Add Job Entry」(ジョブ
エントリの追加) ページを開きます。
特定のジョブに対するスケジュールを設定または変更するには<ジョブ名> をクリッ
クして「Edit Job Entry」(ジョブエントリの編集) ページが開きます。
スケジュールサービスを有効、無効、または完全に削除するには管理が必要なサービ
ス名の横にあるチェックボックスを選択し、「Scheduled Jobs」(スケジュールジョ
ブ) テーブルの下部にある「Enable」(有効)、「Disable」(無効)、または「Delete」
(削除) をクリックします。
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関連概念
スケジュールジョブの説明（252ページ）
2.5.2.1 スケジュールジョブの説明
デフォルトのスケジュールジョブは「Local Services」(ローカルサービス) タブのステー
タスページの下部に表示されます。デフォルトでは、すべてのジョブが有効に設定され
ているわけではありません。以下のジョブが表示されます。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

blocklist-compile:SophosLabs からのデータと顧客リストを結合したブロックリスト
を生成します。
pmx-makemap:標準のリスト/マップや members-per-group という名前のグループ
特有のリストを CDB リスト/マップにコンパイルします。
pmx-mark:ログファイルにタイムスタンプのマークを書き込みます。
pmx-mlog-stats:メッセージログに関するデータを収集し、Sophos に統計的なフィー
ドバックを提供します。PureMessage Manager の「Support」(サポート) タブにある
「Share data with Sophos（286ページ）」(ソフォスとデータを共有) の機能を選択す
ることをお勧めします。これによって pmx-mlog-stats ジョブが自動的に有効に設
定されます。これらの統計情報を SophosLabs に提供することでスパム脅威に対する
保護を強化できます。
pmx-mlog-watch:メッセージログの受信トラフィックのアクティビティを検索し、
スパムアクティビティを示す異常な動きがないかどうかを確認します。
monitor-analyzer:このユーティリティはデフォルトでは無効に設定されており、設定
する際には細心の注意が必要です (PureMessage Monitor（445ページ） をご覧くださ
い)。PureMessage Monitor システムのコンポーネントの 1つです。
monitor-consolidate:このユーティリティはデフォルトでは無効に設定されており、
設定する際には細心の注意が必要です (PureMessage Monitor（445ページ） をご覧く
ださい)。PureMessage Monitor システムのコンポーネントの 1つです。
monitor-notifier:このユーティリティはデフォルトでは無効に設定されており、設定
する際には細心の注意が必要です (PureMessage Monitor（445ページ） をご覧くださ
い)。PureMessage Monitor システムのコンポーネントの 1つです。
monitor-reactor:このユーティリティはデフォルトでは無効に設定されており、設定
する際には細心の注意が必要です (PureMessage Monitor（445ページ） をご覧くださ
い)。PureMessage Monitor システムのコンポーネントの 1つです。
monitor-refresh-temporary-lists:このユーティリティはデフォルトでは無効に設定さ
れており、設定する際には細心の注意が必要です (PureMessage Monitor（445ページ）
をご覧ください)。PureMessage Monitor システムのコンポーネントの 1つです。
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

pmx-database-vacuum:永続状態を保持する contrib プログラムの pg_autovacuum
の代替として、pmx-pg-autovac を実行しますpmx-pg-autovac は、割り当てられ
たエントリ数を超過した各テーブルとこれらのアクティビティに関するログ情報に対
して、バキューム操作 (削除されたタプルによって占められていた領域を回収して再
利用できるようにする操作) を実行します。このプログラムは PostgreSQL バージョ
ン 7.4 のユーザーに対してのみ重要になります。
pmx-prd-reduce-daily:PureMessage レポートデータベースで直近の日のデータのサ
イズを減らします。
pmx-prd-reduce-hourly:PureMessage レポートデータベースで直近の時間のデータ
のサイズを減らします。
pmx-prd-reduce-weekly:PureMessage レポートデータベースで直近の週のデータの
サイズを減らします。
pmx-prd-reduce-v2:PureMessage レポートデータベースの新しいレポートテーブル
にあるデータを減らします。
resource-sync:リソースについて、ローカルとデータベースの保存内容の同期を実行
します。
pmx-qdigest:隔離されたメッセージのダイジェストを作成します。
pmx-qdigest-expire:var/digest/pending ディレクトリに保存された古い隔離ダ
イジェスト (指定した期限を過ぎたダイジェスト) を削除します。
pmx-qexpire:pmx-store-expire のラッパーで、指定された期限を過ぎた古いメッ
セージをメッセージをアーカイブ化したり、メッセージの保存場所から削除できま
す。

■

pmx-qmeta-index:メッセージのメタデータを隔離インデックスに追加します。

■

pmx-qrelease:中央に保存された隔離アクションのリクエストを処理します。

■

■

■

■

■

pmx-quarantine-tidy:pmx-store のラッパーとして、PureMessage 隔離ディレクト
リのメッセージなど、保管されたメッセージ (ディレクトリ構造でインデックス化さ
れたメッセージコレクション) を管理します。
consume-blocklist-log:blocklist_log からのデータを使用し、レポートデータベー
スにデータを追加するのに使用します。
consume-message-log:message_log からのデータを使用し、レポートデータベー
スにデータを追加するのに使用します。
consume-pmx-log:pmx_log からのデータを使用し、レポートデータベースにデータ
を追加するのに使用します。
consume-quarantine:隔離ディレクトリからのデータを使用し、レポートデータベー
スにデータを追加するのに使用します。
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■

■

■

■

oshealth_on_nines:PureMessage OS Health Monitor のコマンドライン インターフェー
スを実行します。
oshealth_on_fours:PureMessage OS Health Monitor のコマンドライン インターフェー
スを実行します。
reports-time-ranges:prd_period テーブルにレポートの時間範囲の値を追加します。
pmx-webui-cleanup:EWUI (End Web User Interface) セッションと一時ファイルをク
リーンアップするユーティリティ。
重要 :
デフォルトでは、以下のデータアップデート ジョブが、5分ごとに実行されるように
スケジュールされています。これらの設定を変更することは、頻繁に実行される
SophosLabs アップデートによる最適な保護レベルを低下させる原因となるためお勧
めできません。

■

■

■

pmx-blocklist-data-update:PPM (Perl Package Manager) を実行して、PureMessage
ブロックリストのデータをアップグレードおよびインストールします。
pmx-antispam-data-update:PPM (Perl Package Manager) を実行して、PureMessage
スパム対策データをアップグレードします。
pmx-sophos-data-update:PPM (Perl Package Manager) を実行して、PureMessage
Sophos (ウイルス対策) データをアップグレードします。

2.5.2.2 ジョブをスケジュールする
1. 「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ) のテーブルで「Add New」(新規を追加)
をクリックします。
「Add Job Entry」(ジョブエントリを追加) のページが表示されます。
注:
スケジュールを再設定する、または既存のジョブを編集する場合は、「Add New」
(新規に追加) の代わりに「Scheduled Jobs」(スケジュールジョブ) テーブルにあ
るジョブのタイトルをクリックします。
2. 既存のジョブでない場合、「Add Job Entry」(ジョブエントリの追加) ページで
「Command」(コマンド) フィールドにジョブコマンドを追加します。または、別の
方法として既存のコマンドを変更するという方法もあります。
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3. 適切なジョブ名がない場合、「Description」(説明) のテキストボックスに、ジョブ
に対応する妥当な名前を追加します。または、既存の説明を変更します。
4. 「Schedule」(スケジュール) セクションで、レポートの送信が必要な時刻を設定し
ます。
5. 「Enabled」(有効) を選択してスケジュールジョブを有効に設定します。
6. 「Save」(保存) をクリックします。
「Status」(ステータス) ページを開いたページが再度表示され、追加または変更し
たジョブが選択されたスケジュールで実行されるように設定されています。
PureMessage Manager でジョブをスケジュールする
PureMessage Manager のスケジュールジョブに関するインタフェースを使用すると、
ジョブの作成に見られる特徴の例は以下のようになります。
隔離ダイジェストの生成
■

■

コマンド:/opt/pmx/bin/pmx-qdigest
「Description」(説明):「Generate quarantine digests once a day at 1 PM」(隔離ダイ
ジェストを 1日に 1回 午後 1時に生成する)

■

「Enabled」(有効にする): 選択済み

■

「Schedule」(スケジュール):
— 「Hour」(時間):13
— 「Minutes」(分):00
— 「Month」(月):「Any」(すべて)
— 「Day」(日):「Any」(すべて)
— 「Week Day」(週日):「Any」(すべて)

隔離ダイジェストの期限設定
■

■

コマンド:/opt/pmx/bin/pmx-qdigest-expire
「Description」(説明):「Expire pending digests once a day at 11 PM」(保留状態の隔
離ダイジェストを 1日に 1回 午後 11時に期限切れにする)

■

「Enabled」(有効にする): 選択済み

■

「Schedule」(スケジュール):
— 「Hour」(時間):23
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— 「Minutes」(分):00
— 「Month」(月):「Any」(すべて)
— 「Day」(日):「Any」(すべて)
— 「Week Day」(週日):「Any」(すべて)
関連概念
ダイジェストタスクのスケジュール設定（429ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-qindex
pmx-qdigest
pmx-qdigest-approve
pmx-qdigest-expire
pmx-qdigest.conf
pmx-qexpire

2.5.3 「Local Services」(ローカルサービス) タブのサイドバーを使用する
「Local Services」(ローカルサービス) タブのサイドバーには、グローバル ログファイ
ルを参照したり、グローバル設定オプションを設定できるページへのリンクが含まれま
す。以下のような機能を設定できます。
■

■

■

■

「View Central Server Log」(セントラルサーバー ログを参照):リソースの同期に関す
るログを参照できます。
「Edit Global Options」(グローバルオプションを編集):一般的なサービスオプション
を編集できます。
「Edit Log Watch Options」(ログウォッチ オプションを編集):pmx-mlog-watch ユー
ティリティに関するオプションを設定できます。
「MTA IP Blocking」(MTA IP ブロック):MTA レベルの IP ブロックに関するオプション
を設定できます。
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■

「Auto Refresh」(自動更新):バックグラウンドサービスおよびスケジュールジョブの
ステータスを自動的に更新する機能を有効にして設定できます。
注:
「Local Services」(ローカルサービス) のサイドバーの「Tasks」(タスク) セクション
にある「View Services Status」(サービスステータスを参照) をクリックすると、
「Local Services:Status」(ローカルサービス: ステータス) ページが表示または更新さ
れます。

2.5.3.1 セントラルサーバーログを参照する
「Local Services:Central Server Log Notes」(ローカルサービス: セントラルサーバーロ
グのメモ) ページにエンドユーザーのリソースに関連するエラーおよびイベントが表示
されます。エンドユーザーのリソースとは設定データを集めたもので、PureMessage の
コンポーネントは、そのデータがどの場所 (データベース内や設定ファイルの内など) に
実際に保存されているかを問題にすることなく活用できます。これによって設定データ
は複数の PureMessage サーバー間で共有できることになります。
セントラルサーバーログのレポートは、時刻と優先度によって整理されています。より
緊急性の高い優先度 (critical、alert、emergency) は、ホスト間でのリソースの同期に問
題があったことを管理者に最初に知らせるものです。それよりも緊急性の低い優先度
は、正常に実行されたリソースの同期に関する情報提供の内容に対して適用されます。
「Central Server Log Notes」(セントラルサーバーログのメモ) ページを使用して以下の
タスクを実行できます。
■

1つの優先度項目のみに限定してログレポートを表示するにはレポートテーブルに上
部にある「Priority」(優先度) のドロップダウンリストから優先度を選択し、「Filter」
(フィルタ) をクリックします。
優先度は、UNIX/Linux の syslog で優先度を適用する方法に基づいており、以下の項
目があります。
— EMERG - システムが使用不可能
— ALERT - 即座に何らかのアクションが必要
— CRIT - 重要レベルの内容
— ERR - エラーの内容
— WARNING - 警告レベルの内容
— NOTICE - 通常レベルではあるが重要な内容
— INFO - 参照情報

258 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

— DEBUG - デバッグレベルのメッセージ
■

■

■

ログレポートを削除するには削除が必要な各レポートの左側にあるチェックボックス
を選択し、レポートテーブルの下部にある「Delete」(削除) を選択します。
すべてのログレポートを削除するにはレポートテーブルの下部にある「Delete All」
(すべて削除) をクリックします。
レポートの他のページを表示するにはレポートテーブルの下部にある「Go to Page」
(ページに移動) の右側で、参照が必要なページ番号をクリックします。

関連情報
pmx-csl
2.5.3.2 グローバルオプションを設定する
「Local Services:Global Options」(ローカルサービス: グローバルオプション) ページで
は、管理者のメール設定、SMTP ホストとポート設定、隔離シークレット設定を変更で
きます。これらの設定は /opt/pmx/etc/pmx.conf に保存されます。
これらのグローバルオプションを変更するには
1. 「Administrative Mail Settings」(管理メール設定) および「Quarantine Options」
(隔離オプション) のテキストボックスを使用に応じて変更します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

■

■

■

■

「Administrator Name」(管理者名):PureMessage で生成されるメッセージの From
ヘッダーで使用される PureMessage の管理者名を指定します。例: PureMessage
Admin
「Administrator Email」(管理者メール):PureMessage によって生成されたメッ
セージの From ヘッダーの「Administrator Name」(管理者名) に追加されている
PureMessage 管理者のメールアドレスを指定します。例: PureMessage Admin
[PureMessageAdmin@foo.com]
「Mail Server (SMTP) Host」(メールサーバー (SMTP) ホスト):再送するメッセー
ジが送られるサーバーを指定します。たとえば、隔離ディレクトリからメッセー
ジが取り出された場合、メッセージはこのサーバーに転送されます。値は通常
smtp:<ホスト名> の書式で指定されます (例: smtp:mail.foo.com)。
「Mail Server (SMTP) Port」(メールサーバー (SMTP) ポート):上記で指定したサー
バー上のポートを指定します (通常は、"25")。
「Quarantine Secret」(隔離シークレット):メッセージが隔離ディレクトリから取
り出された場合、「隔離シークレット」の値を追加した X-PMX-Quarantine-
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Approved ヘッダーがメッセージに追加されます。PureMessage の Milter がこの

ヘッダーを見つけると内容を検証し、照合が確認されるとヘッダーは削除されて、
メッセージはフィルタリングされずに配信されます。デフォルトの設定はないた
め、PureMessage のインストール時に各サイトごとに独自に設定できます。
注:
適切なヘッダーとこのキーの書式を持ったメールは PureMessage では処理され
ないため、この値を開示しないようにすることが重要です。

2. 変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
関連情報
pmx.conf
2.5.3.3 ログ監視オプションを設定する
サービス拒否 (DoS) 攻撃やドメインハーべスティング攻撃 (DHA) は、メールサーバーに
大量のスパムメールを送信する総当たり攻撃 (ブルートフォース攻撃) です。メールサー
バーのメッセージログアクティビティが特定のレベルを超えた場合、PureMessage では
「pmx」ユーザーに送信されるレポートを送信します。
pmx-mlog-watch ユーティリティはスケジュールジョブとして実行され、異常なアク
ティビティがないかどうか message_log を監視します。アクションが開始されるしき
い値は「Local Services:Perimeter Protection Options」(ローカルサービス: 境界防御オ
プション) で設定します。異常が検出された場合、アクティビティを説明し、原因となっ
た送信者またはリレーの情報を含むレポートが作成されます。このレポートは管理者 (デ
フォルトでは「pmx」ユーザー) へメール送信されます。また、このレポートは
pmx-mlog-react などの別のプログラムで活用することも可能で「Blacklisted Hosts」
(ブロックリストに含まれるホスト) と「Blacklisted Senders」(ブロックリストに含まれ
る送信者) のリストに含まれるエントリを作成できます。
ログ監視オプションを設定するには
1. 必要に応じて「Log Watch Options」(ログ監視オプション) のテキストボックスを変
更します。
以下のテキストボックスが表示されます。
■

「Scan Window (min)」(検索ウィンドウ (分)):PureMessage がログに異常がない
かを検索する時間枠 (分)。たとえば、デフォルトの 30分を適用している場合、
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PureMessage は戻ってログを検索し、「Log Watch Options」(ログ監視オプショ
ン) での条件を超えるものがないかどうかを 30分間確認します。
■

■

■

■

■

■

■

「Max Lines」(行の最大数):一度に検索される行の最大数 (各行は 1つずつのメッ
セージに対応します)。これによって、多数のメッセージが受信されていながら、
「Scan Window」(検索ウィンドウ) で指定されている値が大きい場合に、ジョブ
が必要以上に長く実行されないようにします。値が指定されている行数以上になっ
た場合、pmx.conf 設定ファイル (デフォルトは pmx_log) の log_to 設定で指定さ
れたログに警告が書き込まれます。デフォルトは 10,000 行です。
「Max Recipients」(最大受信者数):送信リレーが一回の SMTP 処理で指定できる
最大受信者数。この値以上になった場合、リレーを行う「Recipients」(受信者)
のカウント数が増加します。デフォルトの受信者数は 50 です。
「Max Message Size (MB)」(最大メッセージサイズ (MB)):送信者がこの値以上の
サイズのメッセージを送信した場合、送信者の「Message Size」(メッセージサイ
ズ) のカウント数が増加します。デフォルトは 10MB です。
「Relay」(リレー):「Scan Window」(検索ウィンドウ) のテキストボックスで指
定されている時間内に 1つのリレーから受信できるメッセージ数。リレーがこの
値を超えるメッセージを送信した場合、レポートが生成されます。デフォルトは
5,000 メッセージです。
「Senders」(送信者):「Scan Window」(検索ウィンドウ) のテキストボックスで
指定されている時間内に 1人の送信者から受信できる最大メッセージ数。送信者
がこの値を超えるメッセージを送信した場合、レポートが生成されます。デフォ
ルトは 5,000 メッセージです。
「Recipient」(受信者):「Scan Window」(検索ウィンドウ) のテキストボックスで
指定されている時間内にカウント可能な最大受信者数。受信者のカウントが指定
されている時間内に指定カウント数を超えた場合、レポートが生成されます。デ
フォルトは 5,000 です。
「Message Size」(メッセージサイズ):「Scan Window」(検索ウィンドウ) のテキ
ストボックスで指定されている時間内に、指定されているメッセージサイズを超
過できる最大メッセージ数。メッセージサイズのカウントが指定されている時間
内に指定カウント数を超えた場合、レポートが生成されます。デフォルトは 5,000
です。

2. 変更を実行後、「Save」(保存) をクリックします。
設定は/opt/pmx/etc/logwatch.conf に保存されます。
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
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関連情報
logwatch.conf
pmx-mlog-watch
pmx-mlog-react
2.5.3.4 MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする
MTA レベルでの IP ブロッキングでは、SophosLabs ブロックリストとカスタムブロック
リストに含まれている IP アドレスから送信されてきているメッセージをブロックしま
す。このオプションによって、ポリシーでのより複雑なテストを実行する前にスパムを
ブロッキングしてパフォーマンスを改善できるため、このオプションを有効にすること
が推奨されます。
重要 :
IP アドレスのブロックを行うために MTA レベルの IP ブロッキングを有効にする場合
でも、PureMessage のポリシーを使用する場合でも、PureMessage で 「IP Blocker
Service」(IP ブロッカサービス) が有効に設定されている必要があります。デフォルト
ではこのサービスは有効に設定されています。block_dynamic オプションを
blocklist.conf の man ページで説明されているように有効に設定して、
PureMessage ポリシーのみを使用して IP アドレスをブロックするように選択を行う
と、ポリシー処理の最初の方の段階で追加のテストが行われるために効率が良くなり
ます。
block_dynamic が有効に設定されている場合、PureMessage は「Direct-to-MX」で送信

されてきたメッセージを拒否します。Direct-to-MX は、送信 MTA (およびその他すべて
の中間 MTA) をバイパスし、目的の受信者の MX レコードをホストするコンピュータに
直接メッセージを送信する手段として、スパマーが悪用する場合があります。
これによって、評価の確定していないホストで、スパムを送信してくる可能性が高いホ
ストからのスパムをブロックできます。送信者認証フィルタリングの Sophos Genotype
を利用したこれらの追加のチェックでは、動的な IP アドレスによるサーバーからの接続
を PureMessage が阻止できるようになるため、プロアクティブな (予防的な) 保護制御
と呼ばれます。
SophosLabs による IP アドレスの分類についての説明は、ソフォスの Web サイトをご
覧ください。
block_dynamic オプションは、コマンドラインからのみ有効にできます。詳細について
は、blocklist.conf の man ページをご覧ください。
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メッセージのブロックは、SophosLabs からの最新のデータと、「IP Blocking Exception
List」(IP ブロッキングの例外リスト) と「IP Blocking Exclusion List」(IP ブロッキング
の除外リスト) で指定された IP アドレスまたは完全修飾ホスト名に基づいて実行されま
す。これらのリストの詳細については、PureMessage Manager レファレンスの
「PureMessage のデフォルトリストについて」をご覧ください。
「Local Services:MTA IP Blocking」(ローカルサービス: MTA IP ブロッキング) ページ
(「Local Services」(ローカルサービス) タブ内） で IP ブロッキングの有効/無効を設定
できます。
注:
複数サーバーでの配置の場合、MTA レベルでの IP ブロッキングは、CSM (Centralized
Server Manager) ではなく、各サーバーで手動で有効または無効に設定する必要があり
ます。
MTA IP ブロッキングを設定するには
1. 「Local Services」(ローカルサービス) タブの「MTA IP Blocking」(MTA IP ブロッキ
ング) ページで、「Enable」(有効) のチェックボックスを選択します。
2. MTA サービスと「Scheduler Service」(スケジューラサービス) の両方を再起動する
ように指示するメッセージが表示されます。これらのメッセージの横にある「Restart
now」(今すぐ再起動) ボタンをクリックします。
注:
■

■

sendmail または Postfix の外部または他社のバージョンで IP ブロッキングを設定す
る必要がある場合、手動での設定が必要になります。詳細については、「スタート
アップガイド」の「IP ブロッキングを設定する」の適切なセクションをご覧くださ
い。
MTA レベルのブロッキングが有効になっている状態で SMTP-AUTH を使用して接続
を認証する場合、PureMessage の Postfix を変更する必要があります。手順につい
ては、ソフォスのサポートデータベースの文章、「MTA IP Blocker で SMTP
Authentication (SMTP 認証) を設定する」をご覧ください。外部の Postfix インス
トールとすべての種類の sendmail インストールは、SMTP-AUTH に対応していませ
ん。

関連概念
PureMessage のデフォルトリストについて（160ページ）
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関連タスク
IP ブロッキングを設定する (外部 Sendmail バージョン)（?ページ）
IP ブロッキングを設定する (外部 Postfix バージョン)（?ページ）
関連情報
pmx-blocker
pmx-blocklist
blocklist.conf
MTA IP Blocker で SMTP Authentication (SMTP 認証) を設定する
用語
SophosLabs（540ページ）
2.5.3.5 「Auto Refresh」(自動更新) を設定する
1. サイドバーにある「Auto Refresh」(自動更新) セクションにあるドロップダウンリ
ストから目的の更新頻度を選択します。
2. 「OK」をクリックします。
バックグラウンドサービスのステータスとこのページに一覧されたスケジュールジョ
ブは、選択された更新頻度に従って更新されます。

2.6

「Server Groups」(サーバーグループ) タブ

「Server Groups」(サーバーグループ) タブを使用して、Central Server Manager (CSM)
サーバーから複数サーバーの PureMessage 配置におけるサービスを管理できます。ま
た、CSM サーバーから他の PureMessage ホストへポリシーと関連する設定を発行でき
ます。サーバーグループによって以下を実行できます。
■

ネットワーク上のすべての PureMessage サーバーのステータスの閲覧

■

エッジサーバーの追加と削除

■

エッジサーバー上の PureMessage サービスの開始と停止

■

セントラルサーバー設定の構築とテスト、エッジサーバーへの設定の配布

■

セントラルサーバーからのエッジサーバー (またはエッジサーバーのグループ) に関す
るレポートの作成

エッジサーバー自体はセントラルサーバーとの関連を認識しておらず、エッジサーバー
としての自身のステータスについても認識していません。このため、手動でエッジサー
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バーを設定することが可能な上、セントラルサーバーからエッジサーバーをアップデー
トすることで誤って設定を上書きしてしまう事態が発生する可能性もあります。この問
題を回避する方法の 1つは、エッジサーバー上のユーザーの権限を制限することです。
管理者と管理グループアカウントの設定の詳細については、「管理者レファレンス」の
「HTTPD (Manager) サービスを管理する」のセクションをご覧ください。
エッジサーバーへのアクセスは、HTTPD (Manager) サービスが実行されている場合にの
み可能です。
各 PureMessage インストールには、Manager サービスに対してデフォルトの「RPC
User」(RPC ユーザー) アカウントが設定されています。このアカウントに備わった制限
された権限セットでは、サービスの開始と停止や、設定ファイルのアップデートを実行
できます。

2.6.1 ネットワークの検索またはホストの検索
新規のインストールを実行後、「Server Groups」(サーバーグループ) タブには「No
hosts or groups configured」(ホストまたはグループが設定されていません) というメッ
セージと「Scan the network」(ネットワークを検索) へのリンク以外は空白で表示され
ます。
ネットワークを検索して自動的に「Network Status」(ネットワークステータス) テーブ
ルを更新するようにするには、コンテンツ領域の「Scan the Network」(ネットワーク
を検索) をクリックするか、「Server Groups」(サーバーグループ) タブのサイドバーに
ある「Find Hosts」(ホストを検索) をクリックします。「Find Hosts」(ホストを検索)
の機能によって、ネットワーク上のすべてのホストの 18080 ポートにブロードキャスト
UDP 照会が送信されます。PureMessage Manager が実行されている場合には、この照
会に応答し、「Find Hosts」(ホストを検索) が実行されたホストにリモートホストエン
トリが追加されます。新しいホストが「Network Status」(ネットワークステータス) (デ
フォルト) のページに表示されます。
注:
ホストを検索する場合、PureMessageは SSL が有効に設定されているホストのみを検
出します。
リモートホスト上で実行されているサービスを停止または再開始するには、リモートホ
ストに関する認証情報を手動で設定する必要があります。
関連概念
HTTPD (Manager) サービスを管理する（221ページ）
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関連情報
servergroups.conf
用語
CSM（530ページ）

2.6.2 ホストを管理する
「Server Group」(サーバーグループ) ホストを管理できるようにするには、「rpcuser」
アカウントのパスワードを、アクセスが必要な各リモートホストの 「Local Services :
HTTPD (Manager) : RPC User 」 (ローカルサービス: HTTPD (管理者) : RPC ユーザー) の
ページで事前に設定する必要があります。
ホストとは現在のサーバーとして同一のネットワーク上に設置された PureMessage サー
バーです。ホストは「Network Status」(ネットワークステータス) テーブルに追加さ
れ、リモートホストへのパブリケーションの配布、リモートホストでのサービスの管
理、リモートホストでの PureMessage Manager でのアクセスが可能になります。
2.6.2.1 ホストを追加する
「Server Groups」(サーバーグループ) タブにある「Scan the network」(ネットワーク
の検索) またはサイドバーにある「Find Hosts」(ホストの検索) をクリックして、ホスト
を自動的に追加できますが、この方法で追加されたホストは、ホストへのリモートアク
セスに必要なすべての情報を含むわけではないため、ホストの情報を編集する必要があ
ります。
ホストを追加するには
1. 「Server Groups」(サーバーグループ) タブのサイドバー内にある「Add Host」(ホ
ストを追加) をクリックします。
「Add Host」(ホストの追加) ページが表示されます。
2. 「Host」(ホスト) フォームの「Host Alias」(ホストエイリアス) のテキストボックス
で、ホスト名として妥当な名前を入力します。
3. 「Description」(説明) のテキストボックスにホストのロールに関する説明を入力し
ます。
4. 「Hostname」(ホスト名) のテキストボックスに、ホストの完全修飾ドメイン名 (例:
mailserver.myco.com) を入力します。
5. 「Port」(ポート) のテキストボックスに、「18080」(PureMessage Manager が実行
されるポート) と入力します。
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6. 「User」(ユーザー) のテキストボックスに「rpcuser」を入力します。
7. 「Password」(パスワード) のテキストボックスに、この手順の準備段階で設定した
rpcuser のパスワードを入力します。
8. 「Save」(保存) をクリックします。
2.6.2.2 ホストを編集する
リモートホスト上でサーバーグループに関する操作を実行する場合、影響のあるサービ
スへの管理権限があるアカウントにログインする必要があります。各 PureMessage の
インストールには、リモートサーバーにアクセスする適切なアクセス権限が設定された
デフォルトの「rpcuser」アカウントが含まれています。
権限情報が設定されたホストには、鍵のアイコンが「Server Groups:Network Status」
(サーバーグループ: ネットワークステータス) ページのホストテーブルの最初のセル (左
端) に表示されます。このアイコンを持たないホスト (ホストは「Scan the network」
(ネットワークを検索) または「Find Hosts」(ホストを検索) の機能で追加されることが
多いため) には、サーバーグループのリモート管理操作で使用する前に、この情報を含
んでいる必要があります。
ホストを編集するには
1. 「Server Groups」(サーバーグループ) タブにあるホストテーブルで、編集するホス
ト名をクリックします。
「Edit Host」(ホストの編集) ページが表示されます。
2. アップデートが必要なテキストボックスに変更または入力を行います。
3. テーブルの下にある「Save」(保存) をクリックします。
操作の結果を知らせる情報ダイアログボックスが表示されます。
4. 「Continue」(続行) をクリックします。
「Network Status」(ネットワークステータス) ページに戻ります。
2.6.2.3 リモートホストのサービスを管理する
リモートでサービスを管理できるようにするには、「rpcuser」アカウントのパスワード
を、アクセスが必要な各リモートホストの「Local Services」(ローカルサービス) >
「HTTPD (Manager)」(HTTPD (管理インターフェース)) > 「RPC User」(RPC ユーザー)
のページで事前に設定する必要があります。
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「Server Groups:Network Status」(サービスグループ: ネットワークステータス) ページ
上のホストテーブルに、各ホストに関するMilter (PureMessage メールフィルタ)、SMTP
(MTA)、および HTTP (PureMessage Manager の Web サーバー) の 3つのサービスのス
テータスが表示されます。ステータスを示す語 (「unknown」、「stopped」、または
「running」など) は、サービスに関する情報とサービスの管理に使用されているコント
ロールを表示する「Server Groups :Status of <サービス名> service on <ホスト>:18080」
ページへのリンクになっています。
リモートホストでサービスを開始、再開始、または停止するには
1. 「Network Status」(ネットワークステータス) ページにあるホストテーブルの 1つ
で、サービスのステータスを示す語 (「unknown」、「stopped」、または
「running」) をクリックします。
選択したページ上の選択したサービスに対する「Server Groups:Status of <サービス
名> service on <ホスト>:18080」のページが表示されます。
2. このサービスに実行する必要のある操作に対するコントロールとして、「Send Start
Request」(開始リクエストの送信)、「Send Restart Request」(再開始リクエスト
の送信)、または「Send Stop Request」(停止リクエストの送信) のいずれかをクリッ
クします。
リクエストが処理中であることを伝えるメッセージが表示されます。
3. 「Refresh」(再表示) をクリックします。
「Server Groups:Status of <サービス名> service on <ホスト>:18080」ページが再
度表示されます。
2.6.2.4 リモートホストにログインする
リモートホストの設定が完了し、認証データが入力されると、そのホスト上ににある
PureMessage Manager を開くことができます。
リモートホストにログインするには
1. ホストテーブルの「Network Status」(ネットワークステータス) ページで、ログイ
ンする必要のあるホスト名をクリックするか、そのホスト上で実行されているいず
れかのサービスに対応するサービスステータス記述子をクリックします。
ホスト名をクリックしたか、サービスステータスの記述子をクリックしたかによっ
て変わってきますが、「Edit Host」(ホストの編集) ページまたは「Status of

268 | PureMessage Manager レファレンス | PureMessage for UNIX

<servicename> service on <host>:18080」(<ホスト名>上の <サービス名> サービス
のステータス:18080) ページが表示されます。
2. 「Remote login」(リモートログイン) をクリックします。
新しいブラウザウィンドウが開かれ、リモートホストの PureMessage Manager の
「Dashboard」(ダッシュボード) タブが表示されます。
注:
このユーザーアカウントで参照が許可されているページのみが表示されます。
3. リモートホストにある PureMassage Manager で必要な操作を行します。作業を完了
したら、ログアウトして新しいブラウザを閉じます。
2.6.2.5 ホストを削除する
1. 「Server Groups」(サーバーグループ) タブにあるホストテーブルで、削除するホス
ト名をクリックします。
「Edit Host」(ホストの編集) ページが表示されます。
2. テーブルの下にある「Delete」(削除) をクリックします。
削除操作を続行するか、キャンセルするかを確認するダイアログボックスが表示さ
れます。
3. 「Delete」(削除) をクリックします。
操作の結果を知らせる情報ダイアログボックスが表示されます。
4. 「Continue」(続行) をクリックします。
「Network Status」(ネットワークステータス) ページに戻ります。

2.6.3 グループを管理する
ホストグループとは、リモートホストのコレクションで、レポートは個別のホストに対
しても実行できますが、レポート生成のための準備や、設定データをパブリッシュする
際の「受信者リスト」として活用することを目的に作成されます。
「Scan the network」(ネットワークを検索) または「Find Hosts」(ホストを検索) の機
能を実行すると、「Network Status」(ネットワークステータス) ページには「Unsorted
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hosts」(ソートされていないホスト) のテーブルに新たに見つかったホストが表示され
ます。
2.6.3.1 グループを作成する
1. 「Server Groups: Network Status」(サーバーグループ: ネットワークステータス)
ページのサイドバー内にある「Add Group」(グループを追加) をクリックします。
「Create Group」(グループの作成) ページが表示されます。
2. 「Create」(作成) テーブルで「Group」(グループ) のテキストボックスにグループ名
を入力し、説明を「Description」(説明) テキストボックスに入力します。
3. 「Save」(保存) をクリックします。
操作の結果を伝えるメッセージボックスが表示されます。
4. 「Continue」(続行) をクリックします。
「Network Status」(ネットワークステータス) ページに戻ります。作成したグルー
プは「Unsorted hosts」(ソートされていないホスト) のテーブルの下に表示されま
す。
関連タスク
ホストをグループに追加する（269ページ）
グループを削除する（270ページ）
2.6.3.2 ホストをグループに追加する
新規に作成されたホストグループにはホストが含まれていません。
ホストをグループに追加するには
1. 「Server Groups:Network Status」(サーバーグループ: ネットワークステータス)
ページの「Host」(ホスト) 列で、グループに追加するホストのホスト名をクリック
します。
「Edit Host」(ホストの編集) ページが表示されます。
2. ホストを追加するグループの名前の横にあるチェックボックスを選択して、「Save」
(保存) をクリックします。
1つのホストは、複数のグループに属することができます。
操作の結果を伝えるメッセージボックスが表示されます。
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3. 「Continue」(続行) をクリックします。
「Network Status」(ネットワークステータス) ページに戻ります。選択されたホス
トが適切なグループのテーブルに表示されます。
注:
グループテーブルの最初の行でグループ名をクリックしてグループの情報を引き続
き変更できます。
4. 使用可能なグループに追加する各ホストに対して、ステップ 1 ～ 3 を繰り返します。
2.6.3.3 グループレポートを作成する
1. セントラルサーバー (CSM ロールがインストールされた PureMessage システム) の
「Reports」(レポート) タブで、サイドバーにある「Reports」(レポート) をクリッ
クします。
「Reports」(レポート) ページが表示されます。
2. 参照が必要なレポート名をクリックします。
コンテンツ領域にレポートに固有のページが表示され、選択したレポートが表示さ
れます。
3. サイドバーの「Modify Report」(レポートを変更) フォームでレポートに含める必要
のあるエッジサーバーまたはサーバーグループを選択して、「Change」(変更) をク
リックします。
選択したエッジサーバーまたはサーバーグループに関するレポートが表示されます。
オプションで、レポートを「Export」(エクスポート) または「Schedule」(スケジュー
ル化) します。
関連タスク
レポートをエクスポートする（217ページ）
レポートをスケジュールする（217ページ）
2.6.3.4 グループを削除する
1. 「Server Groups:Network Status」(サーバーグループ: ネットワークステータス)
ページで、グループテーブルの最初の行で削除するグループ名をクリックします。
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「Edit Group」(グループの編集) ページが表示されます。
2. テーブルの下にある「Delete」(削除) をクリックします。
削除操作を続行するか、キャンセルするかを確認するダイアログボックスが表示さ
れます。
3. 「Yes Delete」(削除します) をクリックします。
操作の結果を知らせる情報ダイアログボックスが表示されます。
4. 「Continue」(続行) をクリックします。
「Network Status」(ネットワークステータス) ページが再表示され、削除を選択し
たグループは削除され、その削除されたグループにのみ含まれていたホストは、
「Unsorted hosts」(ソートされていないホスト) テーブルに戻されます。

2.6.4 パブリケーションを管理する
パブリケーションとは、 セントラルサーバーにあって PureMessage のホスト (エッジ
サーバー) に配布される設定ファイルのセットです。エッジサーバーは、セントラルサー
バーにあるこれらのパブリケーションをサブスクライブしています。複数のパブリケー
ションを設定でき、各パブリケーションには、1つまたは複数の設定ファイルが一覧さ
れています。エッジサーバーは 1つまたは複数のパブリケーションをサブスクライブで
きます。既存のパブリケーションは「Server Groups」(サーバーグループ) タブのサイド
バーにある「Publications」(パブリケーション) の見出しの下に一覧表示されています。
PureMessage がインストールされると、PureMessage の機能に主要な内容に関連した
設定ファイルを含むデフォルトのパブリケーションが作成されます。設定ファイルの詳
細については、「管理者レファレンス」の「サーバーグループ管理」のセクションにあ
る「デフォルトパブリケーション」をご覧ください。
エンドユーザーが EUWI (End User Web Interface) から設定可能な設定項目はパブリケー
ションでは配布されません。enduser_ui.conf ファイルには、個別のユーザーによる
特定な設定内容ではなく、EUWI 用の一般的な設定データが含まれます。
注:
サーバーグループホストを管理できるようにするには、rpcuser アカウントのパスワー
ドを、アクセスが必要な各リモートホストの 「Local Services : HTTPD (Manager) :
RPC User 」 (ローカルサービス: HTTPD (管理者) : RPC ユーザー) のページで事前に設
定する必要があります。
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関連概念
デフォルトのパブリケーション（296ページ）
2.6.4.1 パブリケーションを作成する
1. [Publications」(パブリケーション) の横の「Server Groups」タブのサイドバーで、
「New [+]」(新規 [+]) をクリックします。
「Create New Publication」(新しいパブリケーションの作成) ページが表示されま
す。
2. 「Publication Name」(パブリケーション名) のテキストボックスで、パブリケーショ
ンに適切な名前を入力します。
3. 「Description」(説明) のテキストボックスにパブリケーションの目的と内容に関す
る説明を入力します。
例
たとえば、「西海岸の MTA と同期するための設定」などです。
4. 「Save」(保存) をクリックします。
「Edit Publication」(パブリケーションの編集) ページが表示され、作成日は
「Properties」(プロパティ) フォームの下部の行に表示されます。「There are no
shared files, lists or maps in this publication」(このパブリケーションには、共有ファ
イル、リスト、またはマップがありません) という内容の警告が表示されます。
注:
共有リソースを PureMessage Manager を使用して追加することはできません。共
有リソースを新規のパブリケーションに追加するように選択した場合、この手順を
完了してから、PureMessage コマンドライン プログラムの bin/pmx-share と設
定ファイルの etc/publications.conf を使用して新しいパブリケーションと共
有する設定リソースを追加する必要があります。
「This publication doesn't have any subscribers」(このパブリケーションには登録者
がありません) という内容の警告も表示されます。
5. リソース (設定ファイル) をパブリケーションに追加します。
a) 「Policy」(ポリシー) タブで、パブリケーションに追加して編集するポリシー、
リスト、またはマップを開きます。
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ポリシー、リスト、またはマップは、既存のパブリケーションで共有されるよう
に設定しないでください。共有されるように設定されている場合、別のパブリ
ケーションに追加する前に現在のパブリケーションから削除する必要がありま
す。ポリシー、リスト、またはマップのパブリケーションステータスは、コンテ
ンツ領域の上部のボックスに表示されます。
b) パブリケーションを追加するポリシー、リスト、またはマップのコンテンツ領域
の上部にある「You can publish this configuration to other hosts」(この設定を
他のホストにパブリッシュできます) のボックスで、関連するドロップダウンリ
ストからパブリケーションを選択し、「Share」(共有) をクリックします。
「Edit Publication」(パブリケーションの編集) ページが再表示され、「Published
Objects」(パブリッシュされたオブジェクト) のテーブルに追加されたポリシー、
リスト、またはマップが表示されます。
6. 「no subscribers」(登録者がいません) という内容の警告の下にあるドロップダウン
リストで、登録者として設定する必要のあるホストを選択し、「Subscribe」(サブ
スクライブ登録) をクリックします。
追加された登録者のホストが「Subscribers」(登録者) フォームに追加されて、「Edit
Publication」(パブリケーションの編集) ページが再表示されます。
7. 必要に応じて、前の手順を繰り返し実行して、「Properties」(プロパティ) フォーム
で説明されているようにパブリケーションを受け取る必要のある登録者のホストの
リストを設定します。
関連情報
pmx-share
2.6.4.2 パブリケーションを変更する
パブリケーションはリソース (設定データ) または登録者 (現在のサーバーの設定データ
でアップデートされたホスト) を削除することで変更できます。
注:
リソースは PureMessage のコマンドライン プログラムの bin/pmx-share と設定ファ
イルの etc/publications.conf を使用することによってのみパブリケーションに
追加できます。
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パブリケーションを変更するには
1. 「Server Groups」(サーバーグループ) サイドバーの「Publications」(パブリケー
ション) のセクションで、変更する必要のあるパブリケーション名をクリックしま
す。
「Edit Host」(ホストの編集) ページが表示されます。
2. 「Publication Name」(パブリケーション名) または「Description」（説明）は、
「Properties」(プロパティ) のフォームにある対応するテキストボックスを編集して
「Save」(保存) をクリックすることで変更できます。
「Properties」(プロパティ) フォームの下部にある「Date Modified」(更新日) の行が
更新され、パブリケーションが正常に保存されたことが示されます。また、
「Publication Name」(パブリケーション名) が変更された場合、サイドバーにある
パブリケーション名が更新されます。
3. 「Published Objects」(パブリッシュされたオブジェクト) テーブルのリソースの横
にあるチェックボックスを選択して「Revoke」(取り消し) をクリックすることでリ
ソースを削除できます。
選択したリソースが「Published Objects」(パブリッシュされたオブジェクト) のテー
ブルから削除されて、「Edit Host」(ホストの編集) ページが再表示されます。
4. 「select host to subscribe」(サブスクライブするホストを選択) のドロップダウン
リストからホストを選択して、「Subscribe」(サブスクライブ) をクリックすること
で登録者を追加できます。
選択したホストが「Subscribers」(登録者) のテーブルに追加されて、「Edit Host」
(ホストの編集) ページが再表示されます。
5. 削除の必要があるサブスクライブされているホストの横にあるチェックボックスを
選択して、「Unsubscribe」(登録解除) をクリックするとサブスクライブされている
ホストを「Subscribers」(登録者) のテーブルから削除できます。
選択したホストが「Subscribers」(登録者) のテーブルから削除されて、「Edit Host」
(ホストの編集) ページが再表示されます。
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2.6.4.3 パブリケーションと同期する
パブリケーションと同期するには (サブスクライブされているホストにパブリケーショ
ンを配信するには):
1. 「Server Groups」(サーバーグループ) タブのサイドバーの「Publications」(パブリ
ケーション) のセクションで、同期する必要のあるパブリケーション名をクリックし
ます。
「Edit Publication」(パブリケーションの編集) ページが表示されます。
2. 「Published Objects」(パブリッシュされたオブジェクト) および「Subscribers」
(登録者) のリストに必要な項目がすべて含まれていることを確認します。
3. 「Subscribers」(登録者) テーブルで、選択したパブリケーションと同期がすべての
ホスト名の横にあるチェックボックスを選択して「 Synchronize」(同期) をクリッ
クします。
選択した各ホストの横にある「Date Modified」(更新日) のテキストボックスに日付
が入力または更新され、設定の同期が正常に実行されたことが示されます。
注:
パブリケーションの配布によっては、エッジサーバー上の関連のあるサービスは自
動的に再開始されません。関連するサービスは手動で再起動する必要があります。
関連タスク
リモートホストのサービスを管理する（266ページ）
関連情報
pmx-share
ポリシーを設定して配布する
例:セントラルサーバーでポリシースクリプトを変更して、変更をすべてのエッジサー
バーに移行します。
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1. 「Modify the policy on the central server」(セントラルサーバーでポリシーを変更):
パブリケーションは「Server Groups」(サーバーグループ) タブのサイドバーに表示
されます。デフォルトの「Policy Publication」(ポリシーパブリケーション) をクリッ
クして必要な変更を実行します。
2. 「Distribute policy publication changes to each edge server」(各エッジサーバーに
ポリシーパブリケーションを配布):「Server Groups」(サーバーグループ) タブでサ
イドバーにある「Policy」(ポリシー) パブリケーションを選択します。選択したパブ
リケーションにサブスクライブ登録されているホストとグループが、ページ下部に
ある「Subscribers」(登録者) テーブルに表示されます。アップデートするホストま
たはグループの横にあるチェックボックスを選択して、「Synchronize」(同期) をク
リックします。
3. 「Restart the Milter (Policy) service on each edge server」(各エッジサーバーで
Milter (ポリシー) サービスを再起動):パブリケーションがアップデートされて変更が
反映されるにはエッジサーバーが再起動される必要があります。「Server Groups」
(サーバーグループ) タブで再起動が必要になるエッジサーバーの横にある Milter の
runningのリンクします。目的のエッジサーバーの Milter でのサービスステータスが
表示されます。「Send Restart Request」(開始リクエストの送信) をクリックしま
す。再起動の信号が目的のサーバーに送信されます。PureMessage の設定で各エッ
ジサーバーに対する Milter のプロセスを再開始します。コマンドラインから
pmx-milter コマンドを使用して各エッジサーバー上の Milter プロセスを再開始し
ます。
関連概念
「Server Groups」(サーバーグループ) タブ（263ページ）
デフォルトのパブリケーション（296ページ）
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関連情報
pmx-milter
ウイルス対策を設定して配布する
例:セントラルサーバーでウイルス対策の設定を変更して、Anti-Spam-Config パブリケー
ションを使用して変更したファイルすべてのエッジサーバーに配布します。

1. 「Modify the anti-spam configuration on the central server」(セントラルサーバー
でウイルス対策設定を変更):パブリケーションは「Server Groups」(サーバーグルー
プ) タブのサイドバーに表示されます。「Anti-Spam Rules」(ウイルス対策ルール)
のページのスパム対策設定を変更するか、pmx-spam コマンドラインプログラムを
使用して、スパムスコアに加算する数値 (weight)、スパム確率、またはカスタムルー
ルを変更します。
2. 「Distribute modified files via Anti-Spam-Config to each edge server」(Anti-SpamConfig を使用して変更ファイルを配布):「Server Groups」(サーバーグループ) タブ
でサイドバーにある「Anti-Spam-Config」(ウイルス対策設定) パブリケーションを
選択します。選択したパブリケーションにサブスクライブ登録されているホストと
グループが、ページ下部にある「Subscribers」(登録者) テーブルに表示されます。
アップデートするホストまたはグループの横にあるチェックボックスを選択して、
「Synchronize」(同期) をクリックします。
3. 「Restart the Milter (Policy) service on each edge server」(各エッジサーバーで
Milter (ポリシー) サービスを再起動):パブリケーションがアップデートされて変更が
反映されるにはエッジサーバーが再起動される必要があります。「Server Groups」
(サーバーグループ) タブで再起動が必要になるエッジサーバーの横にある Milter の
runningのリンクします。目的のエッジサーバーの Milter でのサービスステータスが
表示されます。「Send Restart Request」(開始リクエストの送信) をクリックしま
す。再起動の信号が目的のサーバーに送信されます。PureMessage の設定で各エッ
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ジサーバーに対する Milter のプロセスを再開始します。コマンドラインから
pmx-milter コマンドを使用して各エッジサーバー上の Milter プロセスを再開始し
ます。
関連概念
「Server Groups」(サーバーグループ) タブ（263ページ）
デフォルトのパブリケーション（296ページ）
関連情報
pmx-milter
2.6.4.4 パブリケーションを削除する
不要なパブリケーションをサイドバーから削除できます。
パブリケーションを削除するには
1. 「Server Groups」(サーバーグループ) タブのサイドバーの「Publications」(パブリ
ケーション) のセクションで、削除するパブリケーション名をクリックします。
「Edit Publication」(パブリケーションの編集) ページが表示されます。
2. 「Properties」(プロパティ) フォームの下部にある「Delete」(削除) をクリックしま
す。
削除を告げるメッセージボックスが表示されます。
3. 「Continue」(続行) をクリックします。
「Network Status」(ネットワークステータス) ページが、選択したパブリケーショ
ンがサイドバーから削除されて再表示されます。

2.7

「Support」(サポート) タブ

「Support」(サポート) タブでは、PureMessage のサポートおよびシステムメンテナン
スに関するさまざまな情報と機能が提供されます。
「Licensed Components」(ライセンスのあるコンポーネント) (デフォルト) ページに
は、システムにインストールされている PureMessage コンポーネントが表示されます。
「Licensed Components」(ライセンスのあるコンポーネント) の表には、各コンポーネ
ントに関して名前、ライセンスの種類、発行日、および有効期限か示されます。
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その他の PureMessage のサポート機能とサービスへのリンクに加えて、サイドバーに
は PureMessage の Web サイト、メーリングリストのアーカイブ、および PureMessage
User Guide へのリンクが備わっています。
サイドバーにある「Check for Updates」(アップデートをチェック) のリンクをクリック
して、利用可能なソフトウェアのアップデートを照会するページにアクセスできます。
適用できるアップデートがある場合、PureMessage インストーラからアップデートを取
得できます。
サイドバーにある「View Installed Packages」(インストールされているパッケージを
表示) をクリックして、PureMessage Core Packages および Support Packages がインス
トールされていることを確認します。このページの表には、各パッケージのバージョン
番号と説明が表示されます。
「Available Updates」(使用可能なアップデート) のページには、「Package
Repositories」(パッケージリポジトリ) のドロップダウンリストが表示されます。リス
トからリポジトリを選択し、「Query」(照会) をクリックして詳細情報を取得します。
インストールされているすべてのパッケージに関するバージョン番号とアップデートス
テータスの一覧が表示されます。コマンドラインで pmx-setup を実行し、利用可能な
すべてのアップデートをインストールします。

2.7.1 パッケージリポジトリを管理する
パッケージリポジトリとは、PureMessage のシステムソフトウェア アップデートがアッ
プグレードおよびインストールされるサイトの URL です。「Package Repositories」
(パッケージリポジトリ) ページには、以前に設定されたすべての PureMessage パッケー
ジリポジトリが表示されます。
2.7.1.1 リポジトリを再配置する
リポジトリの場所を変更するには
1. サイドバーにある「Update Software」(ソフトウェアのアップデート) のセクション
で、「Package Repositories」(パッケージのリポジトリ) をクリックします。
「Package Repositories」(パッケージのリポジトリ) ページが表示されます。
2. 「Available Repositories」(使用可能なリポジトリ) テーブルで、再配置するリポジ
トリ名をクリックします。
「Edit Repository」(リポジトリの編集) ページが表示されます。
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3. 「Name」(名前) のテキストボックスで、必要に応じてリポジトリの表示名を変更し
ます。
4. 「Location」(場所) のテキストボックスで、必要に応じてリポジトリの URL を変更
します。
5. 「Save」(保存) をクリックします。
「Package Repositories」(パッケージのリポジトリ) ページが再表示され、変更が
テーブルに反映されて表示されます。
2.7.1.2 リポジトリを追加する
1. 「Available Repositories」(使用可能なリポジトリ) のテーブルで「Add」(追加) を
クリックします。
「Add Repository」(リポジトリの追加) ページが表示されます。
2. 「Name」(名前) のテキストボックスで、リポジトリの表示名を入力します。
3. 「Location」(場所) のテキストボックスで、リポジトリの URL を変更します。
4. 「Save」(保存) をクリックします。
「Package Repositories」(パッケージのリポジトリ) ページが再表示され、追加さ
れたリポジトリがテーブルに表示されます。
2.7.1.3 リポジトリを削除する
1. 「Available Repositories」(使用可能なリポジトリ) のテーブルで、削除するリポジ
トリの横にあるチェックボックスを選択します。
2. 「Delete」(削除) をクリックします。
選択したリポジトリがテーブルから削除されます。
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2.7.2 スナップショットを管理する
スナップショットは現在インストールされている PureMessage のコンポーネントとそ
の設定のコピーです。
「Support」(サポート) タブの「Manage Snapshots」(スナップショットの管理) ページ
で、スナップショットの作成、回復、および削除が可能です。
注:
スナップショットでは、実行可能ファイル、ライブラリ、ドキュメンテーション、お
よび設定のコピーを保持できますが、ログファイル、隔離ディレクトリ、または
PostgreSQL データベースに保存されたデータのバックアップは行いません。ポリシー
の変更のバックアップが行われ、認証に使用されるフラットファイルのパスワードファ
イルや、データベース内ではなくファイルとして保存されるリストとマップのコピー
が作成されます。PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブにあるリストや
マップを参照する際に、それらがデータベースに保存されている場合は「You are editing
a resource that is stored in the db store.」(データベース内に保存されているリソース
を編集しようとしています) という警告が表示されます。
PureMessage が正常にインストールされた場合には、デフォルトで初期状態のスナップ
ショットが作成されます。以下の目的のためにスナップショットを使用します。
■

問題のない設定状態のコピーを作成する

■

新しい設定でテストを行う

■

PureMessage の以前のバージョンにロールバックする

2.7.2.1 スナップショットを作成する
現在の PureMessage 設定をスナップショットを作成するには
1. サイドバーにある「Other Tasks」(その他のタスク) のセクションで、「Manage
Snapshots」(スナップショットの管理) をクリックします。
「Snapshots」(スナップショット) ページが表示されます。
2. 「Create a new snapshot」(新しいスナップショットの作成) テーブルで、スナップ
ショットに対応する妥当な名前を「Name」(名前) フィールドに入力します。
3. 「Description」(説明) フィールドに適切な説明を入力します。
4. 「Create」(作成) をクリックします。
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新しいスナップショット詳細が「Snapshots」(スナップショット) ページに表示さ
れます。
2.7.2.2 スナップショットを復元する
1. サイドバーにある「Other Tasks」(その他のタスク) のセクションで、「Manage
Snapshots」(スナップショットの管理) をクリックします。
「Snapshots」(スナップショット) ページが表示されます。
2. 「Current Snapshots」(現在のスナップショット) テーブルで復元するスナップショッ
トの名前をクリックします。
「Snapshots」(スナップショット) ページが、選択したスナップショットの詳細を
含んだテーブルと共に表示されます。
3. テーブルの下にある「Restore this snapshot」(このスナップショットを復元) をク
リックします。
操作の続行または中止を確認するメッセージが表示されます。
4. 「Confirm:Restore this snapshot」(確認: このスナップショットを復元) をクリック
します。
復元操作の結果が表示されます。
2.7.2.3 スナップショットを削除する
1. サイドバーにある「Other Tasks」(その他のタスク) のセクションで、「Manage
Snapshots」(スナップショットの管理) をクリックします。
「Snapshots」(スナップショット) ページが表示されます。
2. 「Current Snapshots」(現在のスナップショット) テーブルで削除するスナップショッ
トの名前をクリックします。
「Snapshots」(スナップショット) ページが、選択したスナップショットの詳細を
含んだテーブルと共に表示されます。
3. テーブルの下にある「Delete this snapshot」(このスナップショットを削除) をク
リックします。
操作の続行または中止を確認するメッセージが表示されます。
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4. 「Confirm:Delete this snapshot」(確認: このスナップショットを削除) をクリック
します。
削除操作の結果が表示されます。

2.7.3 サポートリクエストを送信する
PureMessage サポートリクエストはサポートを要請するメールで、Sophos のテクニカ
ルサポートエンジニアが問題の解決のために必要とする設定およびログファイルのデー
タを添付して送信します。リクエストの生成と送信は部分的に自動的に処理されます。
Sophos サポートにリクエストのメールを送信するには
1. サイドバーにある「Other Tasks」(その他のタスク) のセクションで、「Send Support
Request」(サポートリスエストの送信) をクリックします。
「Send Support Request」(サポートリスエストの送信) ページが表示されます。
2. 「Email Request Information」(メールリクエストの情報) テーブルで、「Your
Name」(氏名)、「E-mail address」(メールアドレス)、および「Company Name」
(会社名) のテキストボックスに必要な「From」(送信者) の情報を入力します。
3. 問題の内容を的確に説明するように「Subject」(件名) を変更します。
4. ドロップダウンリストから「Request type」(リクエストのタイプ) を選択します。
5. ドロップダウンリストから「Component」(コンポーネント) を選択します。
6. 関連するすべての添付ファイルが選択されていることを確認します。各添付ファイ
ルのタイプに対応して、チェックボックスがあります。すべてのチェックボックス
はデフォルトで選択されています。各添付ファイルタイプの横にある「view」(表示)
をクリックすると送信される情報の内容を確認できます。
7. 問題の理解の役立つを考えられる情報を「Additional Information」(追加情報) のテ
キストボックスに入力します。
8. 「Send」(送信) をクリックします。
問題があった場合には、警告が表示されます。問題がない場合には、リクエストが
正常に送信されたことを告げるメッセージが表示されます。
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2.7.4 「Sharing Data with Sophos」(ソフォスとデータを共有する)
このオプションが有効に設定されている場合、統計レポートが 5分ごとにソフォスに送
信されます。これらのレポートには、Sophos のバージョンや主要なメールトラフィッ
クの統計情報などのシステムのステータスに関する情報が含まれます。ログファイル
データに基づくこれらのレポートには、実際のメッセージの内容やメールユーザーを特
定できるような内容は含まれません。
「Version Information」(バージョン情報)
各レポートには以下の項目が含まれます。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

「Report-Version」(レポートバージョン):レポート形式のバージョン。
「Report-TimeZone」(レポートのタイムゾーン):システムのタイムゾーンを +-hhmm
の形式で表示し、グリニッジ標準時 (GMT) との時差を示します。
「Report-Time」(レポート時刻):レポートの作成時刻を GMT 時間で表示します。
「Report-Last-Run-Time」(レポートが最後に実行された時刻):レポートが最後に実
行された時刻を GMT 時間で表示します。
「First-Message-Scanned」(最初のメッセージが検索された時刻):メッセージが最初
にレポートに報告されたローカルの時刻。
「Last-Message-Scanned」(最後のメッセージが検索された時刻):メッセージが最後
にレポートに報告されたローカルの時刻。
「System-Product」(システム製品):レポートが作成される対象となる製品 (この場合
は PureMessage for Unix)。
「System-Version」(システムバージョン):製品のバージョン番号。
「System-SerialNo」(システムのシリアル番号):インストールされた PureMessage
に関連付けられたシリアル番号。
「System-Id」(システム ID):製品インストールを独自に特定する文字列。この文字列
は製品のシリアル番号と場所の ID から構成されます。
「Version-PureMessage-AntiSpam-Data」(PureMessage-AntiSpam-Data のバー
ジョン):AntiSpam-Data パッケージのバージョン。
「Version-PureMessage-AntiSpam-Engine」(PureMessage-AntiSpam-Engine の
バージョン):AntiSpam-Engine パッケージのバージョン。
「Version-PureMessage-AntiSpam-Utils」(PureMessage-AntiSpam-Utils のバージョ
ン):AntiSpam-Utils パッケージのバージョン。
「Version-PureMessage-Sophos-Data」(PureMessage-Sophos-Data のバージョ
ン):Sophos-Data パッケージのバージョン。
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■

■

■

■

■

■

「Version-PureMessage-Sophos-Engine」(PureMessage-Sophos-Engine のバージョ
ン):Sophos-Engine パッケージのバージョン。
「Version-PureMessage-Sophos-SAVI」(PureMessage-Sophos-SAVI のバージョ
ン):Sophos-savi パッケージのバージョン。
「Version-PureMessage-Blocklist」(PureMessage-Blocklist のバージョン):Blocklist
パッケージのバージョン。
「Version-PureMessage-Blocklist-Daemon」(PureMessage-Blocklist-Daemon の
バージョン):Blocklist-Daemon パッケージのバージョン。
「Version-PureMessage-Blocklist-Data」(PureMessage-Blocklist-Data のバージョ
ン):Blocklist-Data パッケージのバージョン。
「Blocker-Status」(ブロッカのステータス):MTA レベルの IP ブロッカのステータス。
これは、「disabled」、「enabled」、または「not installed」として表示されます。
IP ブロッキングが有効に設定されている場合、このエントリでは動的なチェックと
HELO チェックも有効に設定されているかどうかが表示されます。

「Sender IP Information」(送信者の IP 情報)
各レポートには、1行で各送信者の IP アドレス関するエントリが含まれます。各行には、
以下の条件にそれぞれ一致するメッセージ数が表示されます。
■

IPBlocker: 合計接続数

■

IPBlocker: 拒否された接続数

■

IPBlocker: 承認された接続数

■

MTA: メッセージの総数

■

スパム検索が実行されたメッセージの総数

■

スパムとして検出されたメッセージ数

■

ウイルス検索が行われたメッセージの総数

■

ウイルスが検出されたメッセージの総数

■

疑わしい添付ファイルを持ったメッセージの総数

■

この IP からのメールに検出されたウイルスの名前

SophosLabs のスパムアナリストは、このメールトラフィックデータを使用して、送信
者の評価に関する統計情報をコンパイルし、より包括的なブロックリストを作成しま
す。

「SXL Information」(SXL 情報)
レポートには SXL 関連のデータも含まれます。SXL とは、IP アドレス、メッセージ内の
URI、および画像のフィンガープリントについて、リアルタイムの DNS ベースの照会を
SophosLabs へ送信するのソフォスが使用しているインフラストラクチャです。メッセー
ジがスパムであるかどうかをスパム対策エンジンが判別できない場合、照会が実行され
ます。これらのリアルタイムのルックアップはデフォルトで有効になっており、ソフォ
スが新しいスパム対策データを作成してから、スパム対策エンジンで使用可能になるま
での持ち時間をできる限り短くするように配慮されています。各統計レポートには、以
下のデータが含まれます。
■

スパムであるか否かについてメッセージに対してスパム対策ルールが適用される頻度

■

処理されたメッセージの数

■

SXL 照会の前後にスパムであることが判明したメッセージの数

■

サーバーの応答がなかったために SXL 照会が生成されなかったメッセージの数

■

DNS への応答を待った時間と比較した CPU の総時間

■

さまざまな種類の SXL 照会 (IP、URI、チェックサムなど) の頻度

■

Sophos SXL サーバーのデータの送受信における遅延、照会数、照会のサイズ、タイ
ムアウト、およびエラーい関する統計情報

用語
SophosLabs（540ページ）
2.7.4.1 データ共有を有効にする
1. 「Support」(サポート) タブのサイドバーで「Share data with Sophos」(ソフォス
をデータを共有) をクリックします。
2. 「Share Data with Sophos」(ソフォスとデータを共有) のチェックボックスを選択
します。
3. 「Save」(保存) をクリックします。
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3

管理者レファレンス

「管理者レファレンス」では、 PureMessage での操作の細部について詳しく説明しま
す。PureMessage は、当初 Unix ベースのコマンドラインによるメールフィルタリング
ツールとして開発され、現在でもその初期の特性を多くの面で保持しています。
このガイドには、以下の 3つの目的があります。
■

■

■

コマンドラインから作業を実行する Unix の管理者に対して導入のガイダンスを提供
すること。
コマンドラインからの実行が必要となるような PureMessage の詳細設定と詳細管理
のガイダンスを提供すること。
コマンドラインで作業する場合に必要なトラブルシューティング技法を提供するこ
と。

「管理者レファレンス」では、 Unix のファイルシステム、Unix のエディタ、および Unix
ベースのクライアントサーバーアプリケーションでの一般的な作業経験があり、Unix で
の基本的な内容を理解していることを前提としています。
このレファレンスでは、PureMessage に関連するコマンドラインアプリケーション、
ファイルの設定、およびログファイルについて詳しく説明していますが、多くの場合
PureMessage の man ページでさらに詳しい説明を参照できます。man ページへは pmx
ユーザーとして以下の書式で man コマンドを使用してアクセスします。
man <program_name>

<program_name>の箇所にはドキュメントの参照が必要なプログラム名を入力します。

3.1

PureMessage ユーティリティ

このセクションでは、インストール、スタートアップ、一般設定、アップデート、およ
びアンインストール機能を提供する一般的な PureMessage ユーティリティについて説
明します。
PureMessage のコマンドラインアプリケーションおよび設定ファイルを使用して、イン
ストール、開始、停止、一般的な設定オプションの設定、およびコンポーネントのアッ
プデート/削除を実行できます。この操作は、コマンドラインで作業する方を好むユー
ザーによっては重要な意味を持ち、またトラブルシューティングを実行する場合にも重
要です。手順としてのこれらのタスクについての最も詳しい説明、または PureMessage
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の GUI (PureMessage Manager) で作業する場合については、 「PureMessage スタート
アップガイド」および「PureMessage Manager のヘルプ」をご覧ください。

3.1.1 インストール、スタートアップ、シャットダウン
このページでは、PureMessage のコマンドラインユーティリティについて説明します。
コマンドラインユーティリティではライセンスの表示、インストーラの実行、インス
トールの検証、PureMessage の開始と停止、および PureMessage の基本設定のテスト
を実行できます。
■

■

■

■

■

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-license:PureMessage の著作権および商標についての通知を
表示します。
/opt/pmx/bin/pmx-wfetch:PureMessage インストールパッケージのダウンロー
ドに使用される簡易な HTTP ダウンロードクライアント。
/opt/pmx/bin/pmx-setup:PureMessage インストーラアプリケーション。
/opt/pmx/bin/pmx-verify:PureMessage インストールの整合性をチェックする
ユーティリティ。
/opt/pmx/bin/pmx-init:PureMessage 制御プログラムに対するシステムスタート
アップ用のラッパー。
/opt/pmx/bin/pmx:すべての PureMessage サービスの開始、再起動、停止、また
はステータスの取得に使用される PureMessage の制御プログラム。
/opt/pmx/bin/pmx-test:スパムおよび偽ウイルスのテストメッセージを含むテス
トメッセージを送信して、PureMessage インストールの機能を検証するユーティリ
ティ。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/pmx.conf:多くの設定項目を含んだ PureMessage のメインの設
定ファイル。
— /opt/pmx/etc/jsms/etc/pmxchannel.conf:JSMS コネクタの設定オプショ
ン。

関連情報
pmx-license
pmx-wfetch
pmx-setup
pmx-verify
pmx-init
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pmx
pmx-test
pmx.conf
pmxchannel.conf

3.1.2 設定ユーティリティ
このページでは、PureMessage のコマンドライン設定ビューアとエディタについて説明
し、アプリケーションをスケジュールされたジョブとして実行する場合に pmx ユーザー
の環境を読み込むユーティリティについても説明します。
■

■

/opt/pmx/bin/pmx-config:PureMessage 設定 (.conf) ファイルの参照または編集
に使用される重要なユーティリティ。
/opt/pmx/bin/pmx-env:PureMessage アプリケーションをスケジュールされたジョ
ブとして実行する必要がある場合に、PureMessage のユーザーの設定環境を読み込
むのに使用されます。

関連情報
pmx-config
pmx-env

3.1.3 アップデート、アンインストール、および再配置
このページでは、PureMessage パッケージとウイルス検出のデータアップデートユー
ティリティ、PureMessage コンポーネントのアンインストーラ、および PureMessage
インストールの再配置について説明します。
■

■

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-sophos-data:Sophos Anti-Virus データファイルをアップデー
トします。
/opt/pmx/bin/pmx-update-all:(非推奨)インストールされたすべてのPureMessage
パッケージをアップデートします。
/opt/pmx/bin/pmx-remove:特定の PureMessage コンポーネントのアンインストー
ルする際に使用します。
/opt/pmx/bin/pmx-location:PureMessage サーバーの設定済みの IP アドレスお
よびホスト名を変更するのに使用されます。

関連情報
pmx-sophos-data
pmx-update-all
pmx-remove
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pmx-location

3.2

PureMessage サービス

このセクションでは、PureMessage 機能を提供するサービスの管理について説明しま
す。この機能のすべては PureMessage Manager から使用可能ですが、代替でコマンド
ラインで対応する方法は、コマンドラインでの作業を敢えて選択するユーザーとトラブ
ルシューティングのために提供されています。
PureMessage の機能は、以下のサービスの持続的な作動状況によって異なってきます。

3.2.1 PureMessage Manager
PureMessage Manager は PureMessage を管理する GUI 機能を提供します。
■

■

■

■

■

/opt/pmx/etc/init.d/pmx-manager:PureMessage Manager サービスの制御プロ
グラムです。
/opt/pmx/bin/pmx-manager-status:PureMessage Manager のステータス情報の
表示に使用されます。
/opt/pmx/bin/pmx-manager-config:PureMessage Manager 設定オプションの表
示に使用されます。
/opt/pmx/bin/pmx-manager-passwd:PureMessage Manager ユーザーデータベー
スを管理します。
/opt/pmx/bin/pmx-cert:Manager にアクセスするための自己署名証明書を生成し
ます。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/utf8.conf:東アジア言語の UTF-8 エンコーディングのサポート
を有効にできます。このサポートは、PureMessage Manager の「Quarantine Search
Results」(隔離の検索結果) ページおよび「Quarantine Message Details」(隔離メッ
セージの詳細) ページに影響を与えます。

関連情報
pmx-manager
pmx-manager-status
pmx-manager-config
pmx-manager-passwd
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pmx-cert
utf8.conf

3.2.2 メールフィルタサービス
「Mail Filter」(メールフィルタ) サービスは、PureMessage の主要機能を提供し、MTA
によって処理されたメールに含まれるウイルス、スパム、およびポリシー違反のフィル
タリングを行います。
■

■

/opt/pmx/etc/init.d/pmx-milter:PureMessage の Milter 制御プログラムです。
/opt/pmx/bin/pmx-milter-add:pmx.conf ファイルにメールフィルタ (milter) セ
クションを追加します。

関連情報
pmx-milter
pmx-milter-add

3.2.3 IP ブロッカサービス
「IP Blocker」(IP ブロッカ) サービスでは、SophosLabs (TM) によってブロックリスト
にリストされた IP アドレスからのメッセージを拒否します。このオプションを有効にす
ると、ポリシーでのより複雑なテストを実行する前にスパムをブロッキングできるた
め、パフォーマンスを改善できます。
注:
MTA レベルでの IP ブロッキングを有効にする必要があると同時に、選択した内部メー
ルアドレスのグループをブロッキングから除外する必要がある場合、受信者の例外リ
ストを作成できます。
ただし、これを実行することで、複数の受信者宛てのメッセージに、受信者の例外リ
ストにあるアドレスが 1つでも含まれている場合には、そのメッセージのすべての受
信者にメッセージが配信されてしまうため、スパムの受信率が高くなることにご注意
ください。受信者の例外リストの設定、またはこの機能に関連するオプションの説明
については、ソフォスのテクニカルサポートにお問い合わせください。
■

■

/opt/pmx/etc/init.d/pmx-blocker:「IP Blocker」(IP ブロッカ) サービスの制
御プログラム。
/opt/pmx/bin/pmx-blocklist:ブロックリストのデータの変換を実行します。
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■

/opt/pmx/etc/pmx.d/blocklist.conf:「MTA-level IP Blocker」(MTA レベルの
IP ブロッカ) の設定オプションの設定に使用されます。

関連情報
pmx-blocker
pmx-blocklist
blocklist.conf
Sophos support

3.2.4 PureMessage データベース
PureMessage データベースは、隔離メッセージ、リストとマッピング、エンドユーザー
データ、およびレポートデータについての情報を含む、 PureMessage のデータに関す
るメタデータを保存します。
■

■

■

■

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-postgres-enable:PureMessage PostgreSQL データベース
のサーバーのセットアップ用のユーティリティ。
/opt/pmx/bin/pmx-resources-init:リソースシステムを初期化します。
/opt/pmx/bin/pmx-database:PostgreSQL 隔離データベースサーバー用のサービ
ス制御プログラム。
/opt/pmx/bin/pmx-schema:PMX データベーススキーマの初期化と表示に使用され
ます。
/opt/pmx/bin/pmx-pg-autovac:PostgreSQL データベーステーブルを永続状態に
保持するためのユーティリティ。このツールは PostgreSQL 7.4 にのみ使用されます。
/opt/pmx/bin/pmx-profile:リソースについて、ローカルとデータベースの保存
内容の同期を実行します。

関連情報
pmx-postgres-enable
pmx-resources-init
pmx-database
pmx-schema
pmx-pg-autovac
pmx-profile

3.2.5 EUWI (End User Web Interface)
PureMessage EUWI (End User Web Interface) によってエンドユーザーはすべての隔離
されたメッセージにアクセスできます。このサービスは有効または無効に設定でき、
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ユーザーが使用できるオプションを狭い範囲に限定したり、より詳細なオプションを使
用できるようにも設定できます。
■

■

/opt/pmx/bin/pmx-httpd:EUWI (End User Web Interface) のサービス制御プログ
ラム。
/opt/pmx/bin/pmx-rpc-enduser:EUWI (End User Web Interface) の照会およびテ
ストに使用されます。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/enduser/auth.d/ldap.conf:LDAP 経由でエンドユーザーを
認証するようにインターフェースを設定します。
— /opt/pmx/etc/utf8.conf:東アジア言語の UTF-8 エンコーディングのサポート
を有効にできます。このエンコーディングのサポートは、EUWI (End User Web
Interface) の「Quarantine Search Results」(隔離の検索結果) ページおよび
「Quarantine Message Details」(隔離メッセージの詳細) ページの表示に影響を与
えます。

関連情報
pmx-httpd
pmx-rpc-enduser
ldap.conf
utf8.conf

3.2.6 PureMessage スケジューラ
PureMessage スケジューラサービスは、指定された時間と間隔で特定のコマンドを実行
します。PureMessage のすべての機能を有効にするには、いくつかのジョブを実行する
必要があります。スケジューラサービスで、pmx stop および pmx start コマンドを
使用して、それらのジョブの開始と停止を実行できるようになります。
■

/opt/pmx/etc/init.d/pmx-scheduler:どのスクリプトが PureMessage スケ
ジューラデーモンによって実行され、いつ実行されるかを設定します。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/scheduler.conf:スケジューラによって処理されるジョブのリ
ストを含みます。

関連情報
pmx-scheduler
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scheduler.conf
3.2.6.1 スケジュールされたジョブの構文
PureMessage スケジューラは、PureMessage コマンドをスケジュールされた時刻に実
行する cron に類似したサービスです。cron の代わりにスケジューラを使用する利点は、
PureMessage 自体またはコマンドでスケジュールされたジョブを簡単に停止および開始
できる点です。
「Local Services」(ローカルサービス) タブで「Scheduler Service」(スケジューラの
サービス) をクリックしてサービスステータスを参照するか、スケジューラの開始およ
び停止を行います。個別のサービスを編集するには、「Scheduled Services」(スケジュー
ルされたサービス) のテーブルで「Job Name」(ジョブ名) をクリックします。
また、スケジュールされたジョブは /opt/pmx/etc/scheduler.conf を編集して追
加できます。各イベントは <event> のセクションで説明されます。下記に例を示しま
す。
<event queue>
desc = 'Run the PureMessage Queue'
enabled = 1
action = /opt/pmx/bin/pmx-queue
type = exec
#run every five minutes
<when>
s = 1
m = */5
</when>
</event>

<when> ブロックでスケジューラがイベントを実行する頻度が決定されます。<when>
ブロックが値を含まない、または値を入力しなかった場合、デフォルトの 1分に一度の
頻度に設定されます。実行の頻度がそれよりも低いイベントについては、時間と日付を
指定する必要があります。たとえば、各月の 15日および 30日 と毎週日曜の午前中、
2:40 a.m にイベントをスケジュールするには、以下を入力します。
<when>
s = 1
m = 40
h = 2
md = 15
md = 30
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wd = 7
</when>

注:
s = 1 を含める必要があります。これを指定しないと指定した分のすべての秒 (60 秒

間、2:40 から 2:41 までの間) にイベントが実行されてしまいます。
スケジューラのコマンドラインのオプションはpmx-scheduler 経由で使用できます。
関連概念
スケジューラサービスを管理する（243ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-scheduler

3.3

サーバーグループ管理

このセクションでは、PureMessage の複数サーバー配置のセットアップと管理に使用さ
れる、コマンドラインプログラムと設定ファイルについて説明します。「Server Groups」
(サーバーグループ) によって、単一サーバーの CSM (Centralized Server Manager) から
複数サーバー配置の管理が可能になります。
PureMessage サーバーグループは、複数サーバーでの PureMessage の配置におけるホ
スト間の設定の共有と同期を行う際に活用できます。設定ファイルのリストおよび各パ
ブリケーションに含まれるその他のリソースは、「Default Publications」(デフォルトの
パブリケーション) のセクションに含まれますが、サーバーグループの機能はPureMessage
Manager 経由で使用できます。
■

■

/opt/pmx/bin/pmx-service:リモートサーバーで実行される PureMessage サービ
スのインターフェース。
/opt/pmx/bin/pmx-share:PureMessage の設定ファイルを他のPureMessage ホス
トと同期します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-resources-init:リソースシステムを初期化します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-profile:リソースを他の PureMessage ホストと同期します。
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関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/servergroups.conf:設定のパブリケーションにサブスクライ
ブされる PureMessage のホストのリストを含みます。
— /opt/pmx/etc/publications.conf:サブスクライブされているホストにパブ
リッシュされている設定ファイルを一覧表示します。このファイルは pmx-share
プログラムを使用して設定する必要があります。
関連情報
pmx-service
pmx-share
pmx-resources-init
pmx-profile
servergroups.conf
publications.conf

3.3.1 デフォルトのパブリケーション
このページでは、デフォルトの各パブリケーションに含まれる設定ファイルとリソース
をリスト表示します。
PureMessage-Database-Config パブリケーション
「PureMessage-Database-Config」パブリケーションは、PureMessage データベース
への共有設定ファイルを含んでいます。
■

pmx.d/pmdb.conf (設定ファイル)

Anti-Virus-Conf パブリケーション
「Anti-Virus-Conf」パブリケーションにはウイルス検出検索のための一般的な設定ファ
イルが含まれています。
■

■

■

■

virus.conf (設定ファイル)
templates/<language>/virus.d/cantclean.tmpl (除去できないウイルスに
ついてのメッセージテンプレート)
templates/<language>/virus.d/cantscan.tmpl (検索できないメッセージに
ついてのメッセージテンプレート)
virus.d/cantscan.conf (検索できないメッセージについての設定ファイル)
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Sophos-Anti-Virus-Conf パブリケーション
Anti-Virus のパブリケーションの名前は、「Sophos-Anti-Virus-Conf」です。このパブ
リケーションには、Anti-Virus エンジンに関連する設定ファイルである、sophos.conf
が含まれます。
Anti-Spam-Bayes パブリケーション
「Anti-Spam-Bayes」パブリケーションには、「Adaptive Classification Training」(適
合型分類トレーニング) によって生成されたルールが含まれます。このパブリケーショ
ンを使用するには、「Anti-Spam-Config」パブリケーションもパブリッシュする必要が
あります。
■

spam.d/bayes.dat (「Adaptive Classification Training」(適合型分類トレーニング)
によって生成された結果)

Anti-Spam-Config パブリケーション
「Anti-Spam-Config」パブリケーションは、ウイルス検出機能を決定する設定ファイル
を含みます。
■

offensive-words (リスト)

■

trusted-relays (リスト)

■

spam.conf (設定ファイル)

■

spam.d/net.conf (設定ファイル)

■

spam.d/dnsbl.conf (設定ファイル)

■

spam.d/bayes.conf (設定ファイル)

■

spam.d/spamassassin.conf (設定ファイル)

■

spam.d/re.rules (カスタムルール)

■

spam.d/db.force (ルールの数値と有効な状態に対する変更)

■

spam.d/db.pdelta (ルールのスコア)

■

spam.d/compile.d/compiler.conf (ルールコンパイラの一般的な設定)

■

■

spam.d/compile.d/adaptive.conf (「Adaptive Message Classification」(適合型
メッセージ分類) 特性のグループ設定)
spam.d/compile.d/destination.conf (「Known Spam Destinations」(既知の
スパムの送信先) 特性のグループ設定)
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■

■

■

spam.d/compile.d/heuristic.conf (「Heuristic Analysis」(ヒューリスティッ
ク分析) 特性のグループ設定)
spam.d/compile.d/sender.conf (「Sender Reputation」(送信者評価) 特性グ
ループの設定)
spam.d/compile.d/site.conf (「Site Features」(サイト特性) 特性グループの設
定)
注:
データベースファイル (db.*) は、FreeBSD プラットフォームから別のプラットフォー
ムには変更できません。その他のすべてのプラットフォームについては相互に互換性
があります。

Policy パブリケーション
「Policy」パブリケーションには、ポリシースクリプトと最も一般的に使用されるリス
ト/マップが含まれます。
■

policy.siv (ポリシースクリプト)

■

internal-hosts (リスト)

■

whitelisted-hosts (リスト)

■

whitelisted-senders (リスト)

■

blacklisted-hosts (リスト)

■

blacklisted-senders (リスト)

DomainKeys-Identified-Mail パブリケーション
DomainKeys-Identified-Mail パブリケーションには dkim.conf 設定ファイルが含ま
れ、この設定ファイルは、必要な署名オプションと、DKIM シグネチャを作成するとき
に使用するプライベートキーの場所を指定しています。
■

/opt/pmx/etc/dkim.conf (設定ファイル)

関連概念
パブリケーションを管理する（271ページ）
関連タスク
スパム対策オプションを設定する（177ページ）
関連情報
pmx-share
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3.4

管理グループ

このセクションでは、システム管理者が選択したタスクを他のシステム管理者に委任で
きようにするための Groups Web Interface のセットアップおよび管理について説明しま
す。
グループ管理機能によって、カスタマイズされた Web ベースのインターフェースを作成
でき、これによってシステム管理者の PureMessage 機能のサブセットへのアクセスを
許可できます。これらのサブ管理者 (グループ管理者) は、隔離、レポート、リスト、お
よび PureMessage ポリシーの一部の内容など、PureMessage の選択された一部の機能
の管理を行う権限を「グローバル管理者」から与えてもらうことができます。グループ
管理者は、多くの場合、組織内の特定のドメインまたは受信者のグループに対して管理
責任を持ちます。
一連のコマンドラインツールを使用して、グループ管理者は以下を実行できます。
■

グループの作成

■

グループを構成する受信者のアドレス/ドメインの設定

■

管理者アカウントの作成

■

1つまたは複数のグループを管理する管理者のアクセス権限の許可

■

グループアクセス権の設定

グループを作成できることで、組織はメールフィルタリングをさらに柔軟に活用できま
す。下記に例を示します。
■

■

管理者には、組織内の複数のドメインへのアクセス権を与えることが可能で、各ドメ
インごとに異なる権限のセットを設定できます。
「ヘルプデスク」グループが、アカウントを持つユーザーにすべての関連データへの
アクセスは許可できる一方、ポリシーオプションの変更またはリストの変更は許可し
ないように設定できます。

アクセス権は、グループ/管理者のペアに基づいて割り当てられます。最初にグローバ
ル管理者が、グループとグループ管理者のアカウントを作成します。続いてグローバル
管理者はグループと管理者アカウント間の関連付けを行い、管理者が 1つまたは複数の
グループを管理できるアクセス権を持つようにします。必要な手順と実行の順序の詳細
については、グループセットアップに関するチュートリアルをご覧ください。グループ
管理者の GUI には、グローバル管理者によって許可されたアクセス権が表示されます。
設定が完了すると、グループ管理者はサポートされたブラウザを使用して
https://<Hostname>:28443/groups の Groups Web Interface にアクセスできま
す。グローバル管理者は、フルアクセスの管理者アカウントを使用する方法で同様の処
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理を行うことができます。詳細については、「フルアクセスの管理者アカウントを作成
する」をご覧ください。
重要 :
グループに関連するすべてのデータ、管理者アカウント、およびアクセス権限はセン
トラルサーバー (CSM) で作成し、エッジーサーバーに適切に配布されるようにします。
グローバル管理者は以下のコマンドラインプログラムを使用してグループのセットアッ
プと設定を実行します。
■

/opt/pmx/bin/pmx-group:グループの追加と削除、グループへの管理者の割り当
て、グループ詳細のリスト表示、グループ権限の作成、およびリモートサーバーで実
行されている PureMessage サービスへのグループ権限の変更に使用します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-group-file:グループ特有のドキュメントとバナーの追加と
削除に使用するグループファイル管理ユーティリティ。

■

/opt/pmx/bin/pmx-group-list:グループリストの追加と削除に使用するグルー
プリストの管理ユーティリティ。

■

/opt/pmx/bin/pmx-group-policy:グループ特有のポリシー設定の追加と削除を
行うユーティリティ。

■

/opt/pmx/bin/pmx-user:このコマンドは管理者アカウントの作成と削除に使用さ
れ、設定されたすべてのグループと同時に特定にグループに関連付けられていないよ
うなデータへのアクセス権も持った、フルアクセス管理者のアカウントを作成できる
オプションもあります。

関連タスク
フルアクセスの管理者アカウントを作成する（307ページ）
Groups Web Interface の自己署名証明書を生成する（335ページ）
関連情報
pmx-group
pmx-group-file
pmx-group-list
pmx-group-policy
pmx-user

3.4.1 グループの機能
グループ、グループ管理者、および権限はすべてデータベースで定義されますが、グ
ループのメンバーは /opt/pmx/members-per-group ディレクトリのサブディレクト
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リ保存されるグループメンバーのリストで定義されます。たとえば、Group1 および
Group2 のメンバーリストは以下のように表示されます。
/opt/pmx/etc/members-per-group/g/r/group1
/opt/pmx/etc/members-per-group/o/t/othergroup

グループのリストは、グループ名の最初の 2文字に基づく名前が付けられて自動的に生
成されるサブフォルダ内に置かれることにご注意ください。これによって、非常に大き
なシステムにおいて 1つのフォルダに含まれるファイル数を制限することになります。
リストの内容は、以下の 3つの書式のいずれかになるメールアドレスの内容の一部です。
■

完全一致: ie/ user@sub.domain.com

■

ユーザー一致: ie/ user@

■

ドメイン一致:- ie/@sub.domain.com

members-per-group ディレクトリが、グローバル管理者によつて現在手動で入力され
ているデフォルトのリソースです。これはpmx-list コマンドを実行するか、リストを
直接編集するか、またはpmx-ldap-sync やその他のツールを使用して外部ソースから
リストへ値を入力することで実行されます。グローバル管理者は pmx-profile syncto-db および pmx-makemap --grouplist -g コマンドを使用して、members-pergroup ディレクトリへの変更とデータベースを手動で同期させる必要があります。
注:
PureMessage は pmx-profile および pmx-makemap --grouplist -g を使用して
データを定期的にエッジサーバーと同期させます。これらのジョブが PureMessage
Manager の「Local Services」(ローカルサービス) タブから有効に設定されている場
合は、これらのコマンドを手動で実行する必要はありません。
Recipient-to-Group マッピング
pmx-makemap --grouplist -g コマンドによって members-per-group ディレクト
リ内の内容を、受信者をグループにマッピングする単一のフラットな CDB マップに変換
します。たとえば、以下のようになります。
■

joe@domain.com: group1

■

@domain.com: group2

■

postmaster@: group3

■

frank@sub.domain.com: group4
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members-per-group ディレクトリ内のすべての受信者エントリは、CDB マップ内に
対応するエントリを持ち、右側の列にはグループメンバーとなっているグループ名が省
略されて表示されます。CDB マップは PureMessage ポリシーによって使用される
recipient-to-group マッピングを定義します。
ポリシーがメッセージを処理する場合、マッピングが適用され、受信者/グループの関
係に関連するデータが message_log および隔離 minfo ログに書き込まれます。メッセー
ジがポリシーによって処理された後は、このデータを以前の状態に戻したり、変更する
ことはできません。
メッセージの recipient-to-group マッピングを適切に設定するには、トラフィックの方
向と優先順位の 2つが重要です。
トラフィックの方向
マッピングは、メッセージが送信である場合には送信者 (ENVELOPE FROM アドレス) に
ついてのみ評価され、メッセージが受信の場合はすべての受信者 (ENVELOPE TO アドレ
ス) について評価されます。トラフィックの方向は「internal-hosts」リストに基づいて
決定されるため、メッセージが内部ホストリストにあるリレーから来ている場合は、
メッセージは送信であると考えられます。それ以外の場合は、受信であると考えられま
す。
注:
ENVELOPE TO アドレスが recipient-aliases マップにある別のアドレスにマッピングさ
れる場合、グループを決定する上では元の ENVELOPE_TO アドレスではなくマップさ
れたアドレスが使用されます。
優先順位
recipient-to-group マッピングは一意である必要があるため、グループの決定には優先
順位が使用されます。以下の順で一致内容が確認されます。
1. 完全一致:(例: joe@domain.com)
2. ユーザー一致:(例: user@)
3. サブドメイン一致:(例: @sub.domain.com) 下記の例ではサブドメインに使用される
優先順位が示されています。
4. ドメイン一致:(例: @domain.com)
たとえば、joe@a.b.c.domain.com がメッセージの宛先である場合、以下の項目が一致し
ているかどうかが確認され、最初に一致したものが返されます。
■

joe@a.b.c.domain.com
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■

joe@

■

@a.b.c.domain.com

■

@c.domain.com

■

@domain.com

■

NO MATCH

以降のグループ情報は message_log および隔離 minfo (確認したアドレスに対してマッ
ピングが存在する場合) に書き込まれます。この情報はシステム内の他のスケジュール
されたジョブ (pmx-qmeta-index および pmx-reports-consume-message-log な
ど) によって使用された後、たとえば、グループに個別のレポートおよび隔離で使用さ
れます。
3.4.1.1 グループを作成する
グローバル管理者はグループを作成して、受信者のメールアドレスまたはドメインを保
存します。受信者のメールはそのグループを担当するグループ管理者によって管理され
ます。グループはセントラルサーバー (CSM) で作成される必要があります。グループ名
について以下の条件を満たしている必要があります。
■

半角英数字、ハイフン、およびアンダースコアのみを含む (その他のすべての文字は
無効)

■

数字、ハイフン、またはアンダースコアで始まらない

■

最低 2文字以上

グループを作成するには
1. セントラルサーバーに「pmx」ユーザーとしてログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。
pmx-group --add --group <Name> --description <GroupDescription>

Name の箇所にはグループ名を入力し、GroupDescription の箇所にはグループに関
する追加の説明を入力します。文字列内にスペースが含まれる場合は、Name およ
び GroupDescription のテキスト文字列を引用符で囲んでください。
新しく作成されたグループは、/opt/pmx/etc/members-per-group ディレクト
リのサブディレクトリに保存されます。グループを追加する場合、グループ名の最
初の 2文字に基づいて一文字のサブディレクトリが自動的に作成されます。これは組
織でグループが多数ある場合に、ディレクトリごとの最大ファイル数の上限を超過
しないために実行されます。
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3. pmx-makemap --grouplist -g を実行してデータベースと同期可能な CDB リス
トを作成します。
4. pmx-profile sync-to-db を実行してリストのデータとデータベースを同期させ
ます。
注:
PureMessage は pmx-profile および pmx-makemap --grouplist -g を使用して
データをエッジサーバーと同期させます。これらのジョブが PureMessage Manager の
「Local Services」(ローカルサービス) タブから有効に設定されている場合は、これら
のコマンドを手動で実行する必要はありません。
詳細については、pmx-group の man ページ (man pmx-group) をご覧ください。
3.4.1.2 グループを削除する
グループを削除するには
1. セントラルサーバーに「pmx」ユーザーとしてログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。
pmx-group --delete --group <Name>

Name の箇所には /opt/pmx/etc/members-per-group ディレクトリに表示され
ているグループ名を入力します。
3. pmx-makemap --grouplist -g を実行してデータベースと同期可能な CDB リス
トを作成します。
4. pmx-profile sync-to-db を実行してリストのデータとデータベースを同期させ
ます。
注:
PureMessage は pmx-profile および pmx-makemap --grouplist -g を使用して
データをエッジサーバーと同期させます。これらのジョブが PureMessage Manager の
「Local Services」(ローカルサービス) タブから有効に設定されている場合は、これら
のコマンドを手動で実行する必要はありません。
詳細については、pmx-group の man ページ (man pmx-group) をご覧ください。
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3.4.1.3 メンバーをグループに追加する
特定のグループに関連付けられるメール受信者は、そのグループに所属している必要が
あります。メールアドレスを追加することでメンバーはグループに含められます。これ
はグループファイルを直接編集するか、pmx-list コマンドを使用して実行できます。
グループは members-per-group ディレクトリに保存されます。
メンバーはメールアドレスの文字列の部分によって指定される必要があり、個別のメー
ルアドレス、サブドメイン、ドメイン、またはメールアドレスの最初の部分を使用した
書式である必要があります。下記に例を示します。
■

JaneD@example.com

■

@subdomain.example.com

■

@example.com

■

Jane@
重要 :
受信者は、1つのグループにのみ追加される必要があります。1つの受信者のアドレス
を複数のグループに追加した場合、PureMessageポリシーがアドレスを処理する際に
予期しない結果が発生する場合があります。

■

グループファイルを編集してメンバーを追加するには
a) コマンドラインで /opt/pmx/etc/members-per-group ディレクトリを表示し
ます。
b) エディタ (例: vi) を使用して、グループを管理するユーザーのメールアドレスを入
力します。
c) pmx-makemap --grouplist -g を実行してデータベースと同期可能な CDB リ
ストを作成します。
d) pmx-profile sync-to-dbを実行してリストのデータとデータベースを同期さ
せます。

■

pmx-list コマンドを使用してメンバーを追加するには
a) コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下のコマンドを実行します。
pmx-profile sync-from-db --resource=members-per-group
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b) 以下のコマンドを実行します。
pmx-list add members-per-group#<GroupName> address1@example.com
address2@example.com ...

GroupNameの箇所にはアドレスが追加されるグループ名を入力します。アドレス
は /opt/pmx/etc/members-per-group ディレクトリのサブディレクトリに
あるグループファイルに追加されます。
c) pmx-profile sync-to-db を実行します。
d) pmx-makemap --grouplist を実行します。
注:
PureMessage は pmx-profile および pmx-makemap --grouplist -g を使用して
データをエッジサーバーと同期させます。これらのジョブが PureMessage Manager の
「Local Services」(ローカルサービス) タブから有効に設定されている場合は、これら
のコマンドを手動で実行する必要はありません。
詳細については、pmx-list の man ページをご覧ください。
3.4.1.4 グループからメンバーを削除する
グループからメンバーを削除するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-list add members-per-group#<GroupName> address1@example.com
address2@example.com ...

アドレスは /opt/pmx/etc/members-per-group ディレクトリのサブディレク
トリにあるグループファイルから削除されます。
2. pmx-makemap --grouplist -g を実行してデータベースと同期可能な CDB リス
トを作成します。
3. pmx-profile sync-to-db を実行してリストのデータとデータベースを同期させ
ます。
注:
PureMessage は pmx-profile および pmx-makemap --grouplist -g を使用して
データをエッジサーバーと同期させます。これらのジョブが PureMessage Manager の
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「Local Services」(ローカルサービス) タブから有効に設定されている場合は、これら
のコマンドを手動で実行する必要はありません。
詳細については、pmx-list の man ページ (man pmx-list) をご覧ください。
3.4.1.5 管理者アカウントを作成する
権限は、グループ/管理者のペアに基づいて割り当てられます。そのため、管理者がグ
ループにアクセスするのに使用するアカウントを作成する必要があります。
管理者アカウントを作成するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-user --add --username <Username> --fullname <Fullname> --email
<Address>

Username の箇所は割り当てるシステム名、Fullname の箇所にはユーザーの実際の
名前、Address の箇所にはグループ内で指定されたメールアドレスを入力します。
パスワードの入力が要求されます。
2. この管理者用のパスワードを入力して、 Enter キーを押します。
パスワードの確認が要求されます。
3. パスワードを再入力します。
ユーザーが追加されたことを伝えるメッセージが表示されます。
詳細については、pmx-user の man ページをご覧ください。
3.4.1.6 フルアクセスの管理者アカウントを作成する
グローバル管理者として、Groups Web Interface のすべての有効な機能にアクセスする
必要がある場合があります。すべての設定グループへのアクセス権とそれに関連する権
限を許可する特別な「superuser」アカウントを作成できます。
注:
フルアクセスの管理者アカウントは PureMessage のインストール中に自動的に作成さ
れます。インストール中、アカウントには PureMessage Manager に使用するのと同じ
ユーザー名およびパスワードが必要になります。追加のフルアクセスアカウントを作
成する必要がある場合、以下の手順に従います。
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superuser アカウントのもう 1つの利点は、グループに固有ではないすべてのデータに
アクセス可能であることです。たとえば、管理者は Groups Web Interface で使用可能な
レポートと隔離検索の機能を PureMessage Manager での同様の機能の代わりに使用で
きます。他の管理者アカウントと同様に、アクセス権を有効/無効に設定できます。た
とえば、「Configuration」(設定) タブが必要ない場合には無効にできます。ただし、
superuser アカウントのアクセス権を設定する場合は、グループを指定しません。
フルアクセスアカウントを作成するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-user --add --username <UserName> --fullname <User> --email
<Address> --superuser

<UserName> の箇所には割り当てる名前、<User> の箇所にはユーザーの実際の名
前、<Address> の箇所にはこのアカウントに関連するメールアドレスを入力します。
パスワードの入力が要求されます。
2. パスワードを入力して、再確認します。
ユーザーが追加されたことを伝えるメッセージが表示されます。
詳細については、pmx-user および pmx-group の man ページをご覧ください。
3.4.1.7 管理者アカウントを削除する
管理者アカウントを削除するには
コマンドラインで、pmx ユーザーとして以下を実行します。
pmx-user --delete --username <Username>

Username の箇所には管理者に割り当てられた元のユーザー名を入力します。
アカウントが削除されたことを示すメッセージが表示されます。
詳細については、pmx-user の man ページ (man pmx-user) をご覧ください。
3.4.1.8 管理者アカウントをグループに追加する
アクセス権は、グループ/管理者のペアに基づいて許可されます。グループに対するア
クセス権を設定する前に、グループを 1人または複数の管理者アカウントに関連付ける
必要があります。グループは複数の管理者で管理可能で、1人の管理者が複数のグルー
プを管理できます。
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管理者アカウントをグループに追加するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --add-admin --group <GroupName> --user <Username>

GroupName および Username の箇所には、関連付けが必要な既に割り当て済みの名
前を入力します。
指定したユーザーが、このグループを管理できるようになったことを知らせるメッ
セージが表示されます。
詳細については、pmx-group の man ページ (man pmx-group) をご覧ください。
3.4.1.9 管理者アカウントをグループから削除する
アクセス権は、グループ/管理者のペアに基づいて許可されます。pmx-groupコマンド
を使用して、既に作成済みのグループ/管理者のペアを切り離し、グループから管理者
アカウントを削除します。
管理者アカウントをグループから削除するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --delete-admin --group <GroupName> --user <Username>

GroupName および Username の箇所には、既に関連付けられているグループと管理
者のアカウントを入力します。
指定したユーザーが、このグループを管理しなくなったことを知らせるメッセージ
が表示されます。
詳細については、pmx-group の man ページ (man pmx-group) をご覧ください。
3.4.1.10 グループアクセス権を設定する
アクセス権は、グループ/管理者のペアに基づいて設定されます。デフォルトでは、管
理者アカウントに関連付けられているすべてのグループにはフルアクセス権が有効にな
ります。権限を有効または無効にするには、pmx-group コマンドを使用します。これ
らの権限は Groups Web Interface にあるタブおよびオプションに対応しています。ほと
んどの権限の有効/無効は、下記で説明されるコマンドの --value オプションで「on」ま
たは「off」を指定することで設定されます。例外はリストに関するオプションで「off」、
「read」、および「write」が可能な値になります。読み取りおよび書き込みの権限の両
方をグループ管理者に許可する必要がある場合、--value を「write」に設定します。
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特定のオプションまたはオプションの全セット (タブ) を有効/無効に設定できます。た
とえば、管理者がレポートへのアクセスを持たないようにする必要がある場合、管理者
の GUI から「Reports」(レポート) タブを除外できます。これを実行するには、下記で
説明されるコマンドで --permission に対して「reports」、--value に対して「off」をそ
れぞれ指定します。個別のレポートを無効にするには、特定のレポートを参照するコマ
ンド (例: 「reports.topreleasers」) に類似したコマンドを実行できます。
注:
ただし、「superuser」アカウントのアクセス権を設定する場合は、グループを指定し
ません。
グループのアクセス権を設定するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --set-perm --group <GroupName> --user <Username> --permission
<PermissionName> --value <ValueName>

GroupName および Username には既に割り当てられている名前、PermissionName
の箇所にはフルの権限名 (pmx-group が --view-perm オプションで実行される際に
表示) 、ValueName の箇所には権限設定 (通常「on」または「off」) を入力します。
権限は特定のユーザーに対して有効または無効にされます。
詳細については、pmx-group と pmx-user の man ページ、および「グループ管理者の
インターフェースにフルアクセスを設定する（307ページ）」をご覧ください。
関連概念
グループアクセス権を表示する（310ページ）
3.4.1.11 グループアクセス権を表示する
グループが作成され、少なくとも 1つの管理者アカウントに関連付けられている場合、
デフォルトでフルアクセス権が有効になっています。これらの権限は pmx-group コマ
ンドを使用して変更および表示が可能です。グループ/管理者ペアに対するすべてのア
クセス権、またはグループ/管理者ペアに対する個別の権限を表示できます。
関連タスク
グループアクセス権を設定する（309ページ）
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すべてのアクセス権を表示する
グループ/管理者ペアに対するすべてのアクセス権を表示するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --view-perm --group <GroupName> --user <Username>

GroupName および Username には、既に割り当て済みの名前を入力します。
アクセス権の完全なリストが、各権限名の右側にステータスを示した状態で表示さ
れます。
特定のアクセス権を表示する
グループ/管理者ペアに対する特定の権限のステータスを表示するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --view-perm --group <GroupName> --user <Username>
--permission <PermissionName>

GroupName および Username には既に割り当てられている名前、PermissionName
の箇所にはフルの権限名 (pmx-group が --view-perm オプションで実行される際に
表示) を入力します。
特定の権限のステータスが表示されます。

3.4.2 ポリシー設定を作成する
デフォルトでは、「Configuration」(設定) タブの「Policy: Policy Settings」(ポリシー:
ポリシー設定) ページは何も設定されていません。カスタムのポリシー設定をチェック
ボックスの形式で作成でき、これによってグループ管理者がグループ固有のポリシー
フィルタリングを有効/無効に設定できるようになります。ポリシー設定はpmx-grouppolicy を使用してコマンドラインから作成されます。
ポリシー設定を作成するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-policy --add --id <ID> --name <ListName>\
--type <UI_Control> --style <ListType>\
--description <ControlName>

ID の箇所にはリストのための固有の識別子、ListName の箇所には PureMessageの
ポリシーコンストラクタで表示される名前、UI_Control の箇所にはグループ管理者
が有効/無効の設定に使用するコントロールの種類 (現在サポートされているのは
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「checkbox」のみ)、ListTypeの箇所には関連するリストが「optin」または「optout」
リストであるかどうかの指定、 ControlName の箇所には Groups Web Interface で表
示される、コントロールに対するテキストラベルを入力します。
2. pmx-profile sync-from-db を実行します。
「Configuration」(設定) タブの「Policy: Policy Settings」(ポリシー: ポリシー設定)
ページにチェックボックスのオプションが表示されます。また、新しいグループリ
ストが /opt/pmx/etc/lists.conf に追加され、PureMessage Manager のポリ
シーコンストラクタでリストを指定するのに使用されるドロップダウンリストも使
用可能になります。
追加情報については、pmx-group-policy の man ページおよびグループセットアップ
のチュートリアルの「ポリシー設定を追加および定義する」をご覧ください。
PureMessage ポリシー設定の詳細については、「管理者レファレンス」の「ポリシー設
定」および「PureMessage Manager レファレンス」の「ポリシー」をご覧ください。
関連タスク
チュートリアル:ポリシー設定を追加および定義する（344ページ）

3.4.3 グループリストを作成する
デフォルトで、Groups Web Interface の「Configuration」(設定) タブには、ポリシーが
指定されたメールアドレスまたはドメイン、またはその両方を処理する方法を決定する
のに使用できるいくつかのリストが含まれます。これらのリストは、「Allowed Relays」
(許可されたリレー)、「Allowed Senders」(許可された送信アドレス)、「Blocked
Relays」(ブロックされたリレー)、および「Blocked Senders」(ブロックされた送信ア
ドレス) です。また、pmx-group-list コマンドを使用して、既存のリストの項目を増
やしたり、置き換えてカスタムリストを作成することもできます。
リストがデフォルトのリストであるか、カスタムリストであるかにかかわらず、変更内
容が反映されるためには PureMessage ポリシー内のルールと結合されている必要があ
ります。詳細については、グループセットアップのチュートリアルの「カスタムのグ
ループポリシーリストおよびルールを作成する」をご覧ください。
グループリストを作成するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-list --add --id <ID> --name <Name> --description
<Description> --match-type <MatchType>
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ID の箇所にはリストのための固有の識別子、Name の箇所にはリスト名、Description
の箇所にはリストについて追加の説明、MatchType の箇所にはポリシーで指定され
ている有効なリストの一致タイプ (「is」、「contain」、「match」、「matches」、
「re」、「domain」、「mail」のいずれか) を入力します。
2. pmx-profile sync-from-db を実行します。
割り当てられた名前のリストは、/opt/pmx/etc に追加され、リストデータは
etc/multilists.conf に追加されます。
3. Groups Web Interface を実行している各サーバーに対しては、コマンドラインで以
下を実行します。
pmx-httpd restart

リストはグループ管理者が次回「Configuration」(設定) タブを表示する際にアクセ
スが可能になります。
詳細については、pmx-group-list の man ページ (man pmx-group-list) をご覧く
ださい。
関連タスク
グループリストを削除する（313ページ）
カスタムのグループポリシーリストおよびルールを作成する（341ページ）

3.4.4 グループリストを削除する
グループ管理者の GUI の「Configuration」(設定) タブには、追加したすべてのカスタム
リストと共に、いくつかのデフォルトのリストが含まれます。pmx-group-list コマ
ンドを使用してリストを削除できます。
グループリストを削除するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-list --delete --id <ID>

ID の箇所にはリストの固有の識別子を入力します。
次回、PureMessage リソースが resource-sync のスケジュールされたジョブ経由で
データベースと同期される際に、リストは etc/multilists.conf から削除され
ます。
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2. EUWI (End User Web Interface) を実行している各サーバーに対しては、コマンドラ
インで以下を実行します。
pmx-httpd restart

リストはグループ管理者が次回「Configuration」(設定) タブを表示する際にアクセ
スが可能になります。
詳細については、pmx-group-list の man ページ (man pmx-group-list) をご覧く
ださい。
関連タスク
グループリストを作成する（312ページ）

3.4.5 カスタムの隔離の検索理由を追加および削除する
Groups Web Interface の「Search」(検索) タブにある「Search Parameters」(検索パラ
メータ) サイドバーのドロップダウンリストから「Quarantine」(隔離) 検索を選択でき
ます。隔離検索オプションの 1つによって、「Reason」(理由) のドロップダウンリスト
からメッセージの隔離理由を選択できます。
また、グローバル管理者は pmx-group コマンドを使用して、理由のデフォルトのセッ
トにカスタムの理由を追加できます。たとえば、グローバル管理者は「Offensive」(不
快な内容) という理由を追加して、不快な言葉を含んでいるために隔離されたメッセー
ジを検索するオプションをグループ管理者に提供できます。一度有効にすると、カスタ
ム理由へのアクセス権は他のアクセス権と同様にオン/オフの切り換えが可能になりま
す。
■

カスタムの理由を追加するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --add-perm --permission quarantine.reason.<ReasonName>

権限が追加されたことを伝えるメッセージが表示されます。新しい理由が、この機能
にアクセスを許可されたすべてのグループ管理者のために「Reason」(理由) のドロッ
プダウンリストに表示されます。
■

カスタムの理由を削除するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --delete-perm --permission quarantine.reason.<ReasonName>
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許可が削除されたことを伝えるメッセージが表示されます。理由は「Reason」(理由)
のドロップダウンリストに表示されなくなります。
注:
pmx-group コマンドでは、 quarantine.reason 権限の追加および削除のみが許可さ
れます。
詳細については、pmx-group の man ページ (man pmx-group) をご覧ください。
関連概念
グループアクセス権を表示する（310ページ）
関連タスク
グループアクセス権を設定する（309ページ）

3.4.6 カスタムのログの検索理由を追加および削除する
Groups Web Interface の「Search」(検索) タブにある「Search Parameters」(検索パラ
メータ) サイドバーのドロップダウンリストから「Logs」(ログ) 検索を選択できます。
ログ検索オプションの 1つの「Reason」(理由) のドロップダウンリストで、メッセージ
が隔離された理由を選択できます。
グローバル管理者は、PureMessage ポリシーを編集して新しいエントリを「Log
Reasons」(ログの理由) のポリシーリストに追加することで理由のデフォルトのセット
に追加できます。たとえば、グローバル管理者は「Confidential」(機密) という理由を追
加して、機密情報を含んでいるために隔離されたメッセージを検索するオプションをグ
ループ管理者に提供できます。
■

ポリシーを編集するには
指定されたカスタムの理由 (この場合「Confidential」) を含むメッセージを隔離する
ポリシールールを作成する必要があります。
a) ポリシーコンストラクタ (「Policy」(ポリシー) タブのデフォルトのページ) を使
用して、ルールのテスト部分を作成します。
b) 「Execute actions and rules」(アクションおよびルールを実行) のドロップダウ
ンリストから、「Log the message with key/value pair」(キー/値のペアを含む
メッセージをログ) を選択します。
c) 最初のフィールドに pmx_reason と入力します。
d) 2番目のフィールドに Confidential と入力します。
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e) 「Save」(保存) をクリックします。
f) 「Commit」(確定) をクリックします。
別の方法としては、policy.siv スクリプトに以下の行を直接追加してルールを編集
します。
pmx_mark
■

"pmx_reason"

"Confidential"

ドロップダウンリストに理由を追加するには
新しい理由 (この場合、「Confidential」) を既存の検索理由のリストに追加する必要
があります。
a) 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Lists」(リスト) セクションで、
「Log Reasons」(ログの理由) をクリックします。
b) 「Add Items」(アイテムを追加) のテキストボックスにカスタムの理由を入力し、
「Add」(追加) をクリックします。
理由は「List Items」(リストのアイテム) にアルファベット順で表示され、ログ検
索オプションが選択されている場合には Groups Web Interface の「Reason」(理
由) のドロップダウンリストに表示されます。

■

ドロップダウンリストから理由を削除するには
a) 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Lists」(リスト) セクションで、
「Log Reasons」(ログの理由) をクリックします。
b) 「List Items」(リストのアイテム) から、削除する必要のある理由の横にあるチェッ
クボックスを選択して、「Delete」(削除) をクリックします。
理由がリストから削除されます。

関連概念
ポリシーを編集する（104ページ）
グループアクセス権を表示する（310ページ）
関連タスク
リストを編集する（164ページ）
グループアクセス権を設定する（309ページ）
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3.4.7 グループに個別のテンプレートを作成する
pmx-group-fileコマンドを使用してグループに個別のテンプレートを作成できます。
このコマンドは Groups Web Interface の「Configuration」(設定) タブでグループ管理者
が使用できるように設定できます。
グローバル管理者は、この機能を使用してグループに個別のバナー (「チュートリアル
の例（347ページ）」をご覧ください) およびグループに個別のドキュメントに対するオ
プションを作成できます。これらのテンプレートへのリンクは「Configuration」(設定)
のサイドバーに表示され、グループに個別のバナーは「Banners」(バナー) の見出しの
下に表示されますが、その他のすべてのテンプレートは「Documents」(ドキュメント)
の見出しの下に表示されます。
デフォルトでは、ドキュメントおよびバナーのテンプレートは共にグループ管理者のイ
ンターフェース内で「Save」(保存) ボタンが付いた空白のテキストボックスをして表示
されます。グローバル管理者としてドキュメントまたはバナーテンプレートに読み取り
専用のコンテンツを追加する必要がある場合、グループ管理者インターフェースにログ
インしてコンテンツを入力し、保存します。その後で必要に応じてアクセス権を設定
し、適切なグループに対してテンプレートが使用可能になるようにします。詳細につい
ては、下記の「関連タスク」のセクションをご覧ください。
グループに個別のテンプレートを作成するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-file --add --id <ID> --name <TemplateName>\
--type <TemplateType> --charset <Encoding>

<ID> の箇所にはテンプレートに固有の識別子、<TemplateName> には
「Configuration」(設定) サイドバーに表示される名前、<TemplateType> の箇所に
はバナーまたはドキュメントのいずれかのタイプ、<Encoding> の箇所にはバナーが
使用するエンコーディングの種類 (例: Latin1) を入力します。指定されない場合、
<TemplateType> のデフォルトのタイプは「document」 で <Encoding> に関するデ
フォルト文字セットは「latin1」です。
テンプレートが追加されたことを伝えるメッセージが表示されます。新しいテンプ
レートは「Configuration」(設定) のサイドバーに表示されます。
詳細については、pmx-group-file の man ページをご覧ください。
関連タスク
フルアクセスの管理者アカウントを作成する（307ページ）
グループアクセス権を設定する（309ページ）
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チュートリアル:グループバナーを追加する（347ページ）

3.4.8 グループに個別のテンプレートを削除する
グループに個別のテンプレートを pmx-group-file コマンドで削除できます。
テンプレートは「Configuration」(設定) サイドバーにグループに個別のバナーおよびグ
ループに個別のドキュメントの形式で表示されます。
グループに個別のテンプレートを削除するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-file --del --id <ID>

<ID> の箇所にはテンプレートの作成時に割り当てた固有の識別子を入力します。
テンプレートが削除されたことを伝えるメッセージが表示されます。
2. pmx-httpd restart を実行します。
新しいテンプレートは「Configuration」(設定) のサイドバーに表示されなくなりま
す。
詳細については、pmx-group-file の man ページをご覧ください。
関連タスク
グループに個別のテンプレートを作成する（317ページ）

3.4.9 検索結果を参照および管理する
「Search Results」(検索結果) 領域に隔離の結果およびログ検索の結果を参照できます。
隔離の「Search Results」(検索結果) 領域には、メッセージの承認、転送、保存、およ
び削除に関する追加のオプションがあります。
注:
このセクションで説明されている検索オプションは、これらのオプションへの Groups
Web Interface のアクセス権が有効に設定されている場合にのみ使用可能になります。
すべてのレポートおよびオプションはデフォルトでは有効になっています。Groups
Web Interface にアクセスするには、サポートされているブラウザで
https://<Hostname>:28443/groups を指定します。詳細については、「フルア
クセスの管理者アカウントを作成する」 およびグループセットアップに関するチュー
トリアルをご覧ください。
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関連概念
管理グループ（299ページ）
チュートリアル:グループセットアップ（336ページ）
関連タスク
フルアクセスの管理者アカウントを作成する（307ページ）
3.4.9.1 隔離検索
「Quarantine」(隔離) が「Search Parameters」(検索パラメータ) のサイドバーに表示
されるデフォルトの検索タイプです。隔離ディレクトリには、通常はメッセージがスパ
ムと識別されたこと、またはコンテンツルールに違反する内容を含んでいたことが理由
で配信を保留されたメッセージが含まれます。隔離内容を検索した後に、結果を確認し
てメッセージの取り出し、転送、保存、または削除が可能です。
隔離内容を検索する
「Search Parameters」(検索パラメータ) のサイドバーにあるオプションを使用して照
会を設定し、隔離内容を検索します。結果が「Search Results」(検索結果) 領域に表示
され、参照、承認、転送、保存、削除、または SophosLabs への誤検知として報告を実
行できます。
隔離内容を検索するには
1. 以下の項目の 1つまたは複数を設定して隔離メッセージの検索に関するパラメータを
定義します。
注:
テキストボックスは文字列ベースの検索に対応しています。ID 以外のすべてのテ
キストボックスでは「*」および「%」のワイルドカードが使用できます。ワイル
ドカードを使用してドメインのすべてまたは一部を検索する場合、すべての検索用
語の前に「@」記号を付ける必要があります。検索では大文字と小文字が区別され
ます。
■

■

■

「Sender」(送信者):送信者の電子メールアドレスの全体または一部を入力しま
す。
「Recipient」(受信者):受信者の電子メールアドレスの全体または一部を入力しま
す。
「Subject」(件名):メールの件名の行に含まれる件名の全体またはキーワードを入
力します。
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■

■

■

■

「Start Date Range」(開始日の範囲):日付および時刻を YYYY-MM-DD [hh:mm] の
書式で入力します。時間および分を指定しない場合、開始時間は 0:00 になりま
す。
「End Date Range」(終了日の範囲):日付および時刻を YYYY-MM-DD [hh:mm] の
書式で入力します。時間および分を指定しない場合、終了時間は 23:59 になりま
す。
「Relay」(リレー):内部メールリレーのホスト名または IP アドレスの全体または
一部を入力します。
「ID」:処理中にメッセージに割り当てられた ID 番号を入力します。このテキスト
ボックスを使用して以下のタイプのメッセージ ID 番号を検索できます。
— 「Queue ID」(キュー ID):PureMessage では隔離ディレクトリ内の各メッセー
ジに固有の「Queue ID」(キュー ID) を割り当てます。メッセージの「Queue
ID」(キュー ID) を参照するには、メッセージの件名をクリックし、「Info」(情
報) をクリックします。
— 「Quarantine Digest ID」(隔離ダイジェスト ID):PureMessage では隔離ダイジェ
ストを生成した際に、ダイジェストにリストされている各メッセージに ID コー
ドが割り当てられます。
— 「Header Message ID」(ヘッダメッセージ ID):検索文字列の書式がヘッダのメッ
セージ ID に類似している場合 (「@」を区切り文字として含むなど)、このフィー
ルドの内容は Message-ID ヘッダの値として確認されます。メッセージの
Message-ID ヘッダを確認するには、メッセージの件名をクリックし、
「Source」(ソース) をクリックします。

■

■

「Reason」(理由):ドロップダウンリストからメールが隔離された理由を選択しま
す。使用可能なオプションには、「Spam」(スパム)、「Blacklisted」(ブロックリ
スト)、「Virus」(ウイルス)、および「Suspect」(疑わしいメール) が含まれます。
デフォルトではこれらのすべての理由を検索します。
「Results to Display」(表示する結果数):ドロップダウンリストから、一度に表示
する結果行の数を選択します。最小値は 20 で最大値は 1,000 です。

2. 「Search」(検索) をクリックします。
検索の一致項目が「Search Results」(検索結果) 領域のテーブル内に表示されます。
検索結果の総数は、左側の下部の領域に表示されます。
用語
SophosLabs（540ページ）
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誤検知（534ページ）
隔離内容の検索結果を参照する
検索結果の参照に関して以下の一般的なオプションが使用できます。
■

■

■

検索結果列の見出しの横にある「上下方向」の矢印をクリックして、表示された結果
列の表示をアルファベット順に並べ替えます。「上下方向」の矢印を再度クリックし
て、結果の表示順を昇順または降順に切り替えます。
検索結果について複数のページがある場合には、コンテンツ領域の右上部にあるコン
トロールを使用して残りのページを表示します。
メッセージ行にあるハイパーリンクテキストをクリックして、そのメッセージの詳細
を参照します。

メッセージの詳細を参照する
「Message Details」(メッセージの詳細) ダイアログボックス内の特定のメッセージにつ
いての追加の情報を参照できます。
メッセージの詳細を参照するには
1. 「Search Results」(検索結果) の領域でメッセージの件名をクリックします。
2. 以下のボタンの 1つをクリックします。
■

「Content」(本文):メッセージの本文を表示します。

■

「Source」(ソース):メッセージの RAW のソースを表示します。

■

■

■

「Attach」(添付ファイル):メッセージのすべての添付ファイルに関する名前、ファ
イル拡張子、ファイルタイプ、およびサイズを表示します。詳細については、「添
付ファイルをダウンロードする」をご覧ください。
「Info」(情報):隔離 ID、メッセージのサイズ、メッセージのスパムスコア、送信
元/送信先の値、メッセージのキュー ID などを含むメッセージの概要情報を表示
します。
「Status」(ステータス):メッセージに対して実行されたアクションを表示します。
詳細については、「ステータスの詳細を参照する」をご覧ください。

選択した情報が「Message Details」(メッセージの詳細) ダイアログボックスに表示
されます。
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添付ファイルをダウンロードする
「Message Details」(メッセージの詳細) ダイアログボックスの「Attach」(添付) タブを
使用して、メッセージの添付ファイルをダウンロードできます。
注意 :
添付ファイルには、悪意のあるコンテンツやウイルスが含まれている可能性がありま
す。添付ファイルをダウンロードする際には常に適切な確認を行い、殊にウイルスと
して特定されたメッセージ、疑わしい添付ファイル、およびスパムに関連するファイ
ルには特別の注意が必要です。
添付ファイルの詳細をダウンロードするには
1. 「Search Results」(検索結果) の領域でメッセージの件名をクリックします。
「Message Details」(メッセージの詳細) のダイアログボックスが表示されます。
2. 「Attach」(添付) タブをクリックします。
3. 添付ファイルの名前をクリックします。
デフォルトのブラウザに対応するダウンロード管理ダイアログボックスが表示され
ます。
4. 使用している Web ブラウザの「ファイルのダウンロード」機能を使用してダウン
ロード場所を指定します。
ステータスの詳細を参照する
「Search Results」(検索結果) 領域の「Status」(ステータス) 列にあるアイコンは、メッ
セージにアクションが実行されている場合のアクション情報の概要を示します。
「Message Details」(メッセージの詳細) ダイアログボックスの「Status」(ステータス)
ページには、メッセージの各受信者に対して実行されたアクションの詳細情報を表示し
ます。たとえば、「Status」(ステータス) ページでは、1人の受信者はメッセージを削
除し、他の 1人の受信者はメッセージを承認し、別のもう 1人の受信者はアクションを
行っていないことなどが示されます。ステータスとは、管理者およびエンドユーザーに
よって実行されたアクションの記録です。
「Status」(ステータス) ページに一覧されている各受信者に対しては、メッセージの承
認を「強制的」に実行できる「Approve」(承認) ボタンが準備されています。たとえば、
このボタンを使用するとメッセージを既に承認した受信者に対しても、メッセージが再
度取り出されることになります。これは「Search Results」(検索結果) 領域でメッセー
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ジを承認するのとは異なります。「Search Results」(検索結果) 領域では、メッセージ
が既に承認または削除されていない場合にのみ、受信者に対するメッセージの承認が可
能になります。
また、「Message Details」(メッセージの詳細) ダイアログボックス内から 1つまたは複
数のメッセージを保存、転送、または削除することもできます。
メッセージは、以下のステータスアイコンの 1つと共に「Search Results」(検索結果)
領域に 表示されます。
メッセージがすべての受信者に対して承認
されています。
メッセージが一部の受信者に対して承認さ
れています。
メッセージはすべての受信者に対して削除
されています。
メッセージは一部の受信者に対して削除さ
れています。
メッセージはすべての受信者に対して承認
または削除されています。
一部の受信者に対してメッセージは承認ま
たは削除されましたが、それ以外の受信者
に対してアクションが実行されていませ
ん。
すべての受信者に何のアクションも実行さ
れていません。
■

特定のメッセージに対するステータスの詳細を参照するには
a) 目的のメッセージのステータスアイコンをクリックします。
「Status」(ステータス) ページに、各受信者のアドレス、グループ、およびステー
タスが表示されます。

■

メッセージを承認するには
a) 承認する受信者名の横にある「Approve」(承認) ボタンをクリックします。
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現在のステータスに関係なく、その受信者に対してメッセージが承認されます。
■

メッセージを保存、転送、または削除するには
a) 1つまたは複数のチェックボックスを選択し、下部にある適切なボタンをクリック
して、メッセージの承認、転送、保存、または削除を行います。

隔離内容の検索結果を管理する
「Search Results」(検索結果) 領域の下部にある一連のボタンによって、選択したメッ
セージまたはメッセージグループにさまざまなアクションを実行できます。誤って分類
されたメッセージの Sophos への報告、メッセージ送信の承認、1人または複数の受信者
へのメッセージの転送、メッセージのローカルコピーの保存、メッセージの削除などを
実行できます。
メッセージを承認する
メッセージを承認することで宛先の受信者へメッセージが配信されます。承認された受
信者にメッセージのコピーが送信され、別のコピーが隔離ディレクトリに保持されま
す。隔離されたメッセージは、スケジュールサービスによって最終的に削除 (またはアー
カイブ化) されます。
注:
メッセージが複数の受信者に宛てられていて、異なる受信者に対して実行されたアク
ションのステータスが異なる場合、メッセージの承認は、承認または削除が行われて
いないメッセージの受信者に対してのみ実行できます。特定の受信者にメッセージの
承認を「強制的」に実行するには、「Message Details」(メッセージの詳細) ダイアロ
グボックスの「Status」(ステータス) ページにある受信者の横の「Approve」(承認)
ボタンをクリックする必要があります。
メッセージを承認するには
1. 承認するメッセージのチェックボックスを選択します。
2. 「Approve」(承認) をクリックします。
メッセージは宛先の受信者に配信されます。

PureMessage for UNIX | 管理者レファレンス | 325

メッセージを転送する
メッセージを転送する場合、メッセージのコピーが 1人または複数の指定された受信者
に送信され、別のコピーが隔離ディレクトリに残されます。隔離の 「Search Results」
(検索結果) 領域の下にある「Forward」(転送) をクリックすると、誤って分類されたメッ
セージを Sophos に報告するオプションや受信者のメールアドレスを指定するオプショ
ンを含んだダイアログボックスが表示されます。
メッセージを転送するには
1. 転送するメッセージのチェックボックスを選択します。
2. 「Forward」(転送) を選択します。
「Forward」(転送) ダイアログボックスが表示され、メッセージを SophosLabs に報
告するか、受信者のメールアドレスを指定するように指示するメッセージが表示さ
れます。
3. 「Forward」(転送) ダイアログボックスで以下の転送オプションのいずれか 1つを選
択します。
次の中から選択してください
■

■

適切なオプションボタンを選択して、誤検知、検出漏れ、またはウイルスの可能
性のあるメッセージとして報告します。
受信者のメールアドレスを一行に 1つずつ入力し、(任意で) 「Comments」(コメ
ント) のテキストボックスに簡単な説明を入力します。

4. 「Forward」(転送) を選択します。
メッセージを保存する
「Save」(保存) 機能によって、デフォルトの Web ブラウザを使用して MBOX 形式でメッ
セージのコピーをローカルマシンに保存できます。
メッセージを保存するには
1. 保存するメッセージのチェックボックスを選択します。
2. 「Save」(保存) をクリックします。
3. 使用している Web ブラウザのファイルダウンロード機能を使用して、ファイルの保
存先を指定します。

326 | 管理者レファレンス | PureMessage for UNIX

メッセージを削除する
「Delete」(削除) および「Delete All」(すべて削除) コマンドによって、隔離ディレクト
リからメッセージが完全に削除されます。削除されたメッセージは、スケジュールジョ
ブによって最終的に削除 (またはアーカイブ化) されます。
メッセージを削除するには
1. 削除するメッセージのチェックボックスを選択します。
2. 「Delete」(削除) をクリックします。
現在の照会によって返されたすべてのメッセージを削除するには、「Delete All」(すべ
て削除) をクリックします。
3.4.9.2 ログ検索
「Search Parameters」(検索パラメータ) のサイドバーの上部にあるドロップダウンリ
ストから「Logs」 (ログ) を選択して検索オプションを参照します。ログ検索では、過去
のメッセージの記録を検索できます。メール/メッセージのログは、MTA (Mail Transfer
Agent) と PureMessage による特定のメッセージの処理状況についてのデータを保持し、
現在使用中のメールフィルタリングポリシーの効果を評価する指標も併せて提供しま
す。ログ内に一覧されたメッセージは、検索して確認できます。たとえば、以下のよう
な理由でログの検索と解析が必要となる可能性があります。
■

■

設定したポリシーオプションが期待通りに動作しているかどうかを確認する場合。
ユーザーからメッセージが送信されないという報告を受け、その理由を調べる必要が
ある場合。
注:
ログ検索は、PureMessage のインストール時に Postfix を MTA (Mail Transfer Agent)
に選択している場合にのみ使用できます。PureMessage では「Log Search Index」(ロ
グ検索インデックス) バックグラウンドサービスを使用して、より迅速な検索を実行す
るためにログデータをインデックス化します。インストール時に sendmail を MTA に
選択している場合、または Postfix を使用していながら PureMessage の以前のバージョ
ンから最新バージョン にアップグレードしている場合、「Log Search Index」(ログ検
索インデックス) サービスはデフォルトで無効に設定されています。このサービスの詳
細については、pmx-logsearch-index および logsearch.conf の man ページを
ご覧ください。

関連情報
pmx-logsearch-index
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logsearch.conf
ログを検索する
「Search Parameters」(検索パラメータ) のサイドバーにあるオプションを使用して照
会を設定し、ログを検索します。結果はログを参照できる「Search Results」(検索結果)
ペインに表示されます。
ログを検索するには
1. 以下の 1つまたは複数を設定してログ検索のパラメータを定義します。
注:
テキストボックスは文字列ベースの検索に対応しています。ID 以外のすべてのテ
キストボックスでは、「*」のワイルドカードが使用できます。検索では大文字と
小文字が区別されます。
■

■

■

■

■

■

「Sender」(送信者):送信者の電子メールアドレスの全体または一部を入力しま
す。
「Recipient」(受信者):受信者の電子メールアドレスの全体または一部を入力しま
す。
「Start Date Range」(開始日の範囲):日付および時刻を YYYY-MM-DD [hh:mm] の
書式で入力します。時間および分を指定しない場合、開始時間は 0:00 になりま
す。
「End Date Range」(終了日の範囲):日付および時刻を YYYY-MM-DD [hh:mm] の
書式で入力します。時間および分を指定しない場合、終了時間は 23:59 になりま
す。
「Host」(ホスト):メッセージの送信に関連するホストの IP アドレスまたはホスト
名の全体または部分を入力します。
「ID」:処理中にメッセージに割り当てられた ID 番号を入力します。このテキスト
ボックスを使用して以下のタイプのメッセージ ID 番号を検索できます。
— 「Queue ID」(キュー ID):PureMessage では隔離ディレクトリ内の各メッセー
ジに固有の「Queue ID」(キュー ID) を割り当てます。メッセージの「Queue
ID」(キュー ID) を参照するには、メッセージの件名をクリックし、「Info」(情
報) をクリックします。
— 「Quarantine Digest ID」(隔離ダイジェスト ID):PureMessage では隔離ダイジェ
ストを生成した際に、ダイジェストにリストされている各メッセージに ID コー
ドが割り当てられます。
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— 「Header Message ID」(ヘッダメッセージ ID):検索文字列の書式がヘッダのメッ
セージ ID に類似している場合 (「@」を区切り文字として含むなど)、このフィー
ルドの内容は Message-ID ヘッダの値として確認されます。メッセージの
Message-ID ヘッダを確認するには、メッセージの件名をクリックし、
「Source」(ソース) をクリックします。
■

■

■

「Action」(アクション):ドロップダウンリストから、メッセージがログに記録さ
れるようにするアクションを選択します。使用可能なオプションには、「Deliver」
(配信)、「Discard」(破棄)、「Quarantine」(隔離)、および「Reject」(拒否) があ
ります。デフォルトでは、これらすべてのアクションについて検索します。
「Reason」(理由):ドロップダウンリストからメールがログに記録された理由を選
択します。選択可能な理由のオプションとしては、「Allow List」(許可リスト)、
「Block List」(ブロックリスト)、「Blocked」(ブロック)、「Offensive」(不快な
内容)、「Spam」(スパム)、および「Virus」(ウイルス) があります。デフォルト
ではこれらのすべての理由を検索します。
「Results to Display」(表示する結果数):ドロップダウンリストから、一度に表示
する結果行の数を選択します。最大数は 1,000 です。

2. 「Search」(検索) をクリックします。
検索の一致項目が「Search Results」(検索結果) 領域のテーブル内に表示されます。
検索結果の総数は、左側の下部の領域に表示されます。
ログ検索結果を表示する
検索結果はコンテンツ領域にある一連の列内に表示されます。各メッセージに対して
「Date/Time」(日時)、「Sender」(送信者)、 「Recipient」(受信者)、「Subject」(件
名)、「Action」(アクション)、および「Reason」(理由) が表示されます。メッセージが
複数の受信者に宛てられている場合、PureMessage は異なるアクションを異なる受信者
に実行するため、「Action」(アクション) や「Reason」(理由) には「Multi」が表示され
ます。個別の受信者に対する処理の詳細は「Message Details」(メッセージの詳細) ダイ
アログボックスの「Info」(情報) タブにある「Activity」(アクティビティ) セクションに
表示されます。
検索結果の参照に関して以下の一般的なオプションが使用できます。
■

検索結果列の見出しの横にある「上下方向」の矢印をクリックして、表示された結果
列の表示をアルファベット順に並べ替えます。「上下方向」の矢印を再度クリックし
て、結果の表示順を昇順または降順に切り替えます。
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■

■

検索結果について複数のページがある場合には、コンテンツ領域の右上部にあるコン
トロールを使用して残りのページを表示します。
ログエントリ行にあるハイパーリンクの付いた「Subject」(件名) のテキストをクリッ
クするとそのエントリに関する詳細を参照できます。

メッセージの詳細を参照する
「Message Details」(メッセージの詳細) ダイアログボックス内の特定のログエントリに
ついての追加の情報を参照できます。ダイアログボックスには、「Info」(情報) および
「Raw logs」(Raw のログ) の 2つのタブが含まれます。「Info」(情報) タブがデフォル
トで表示されます。
以下の基本的な詳細情報が「Info」(情報) タブに表示されます。
■

■

■

■

■

■

■

「Mapped」(マップ済み):エイリアスアドレスも含めた、メッセージが送信されたメー
ルアドレス。受信者アドレスにエイリアスがない場合、そのアドレスのみが表示され
ます。
「Connecting Relay」(接続リレー):メッセージの送受信に最後に使用したことが確認
されているリレーの IP アドレス。
「Downstream Relay」(下流リレー):メッセージが転送される内部サーバーの IP アド
レス。
「Milter Host」(Milter ホスト):PureMessage メールフィルタのホームとなるサーバー
の IP アドレス。
「Message ID」(メッセージ ID):メッセージの ID ヘッダ。
「Action」(アクション):PureMessage で実行されるアクション （「Deliver」(配信)
または「Quarantine」(隔離) など)。異なるアクションが必要となる複数の受信者に
メッセージが宛てられている場合、各受信者に対するメッセージの処理方法の詳細
は、「Info」(情報) タブの「Activity」(アクティビティ) セクションに表示されます。
「Reason」(理由):指定されたアクションが実行された理由 (「Spam」(スパム) また
「Offensive」(不快な表現) など)。異なるアクションが必要となる複数の受信者にメッ
セージが宛てられている場合、各受信者に対するメッセージの処理方法の詳細は、
「Info」(情報) タブの「Activity」(アクティビティ) セクションに表示されます。

「Activity」(アクティビティ)
「Info」(情報) タブの「Activity」(アクティビティ) セクションには、メッセージ処理の
アクションについてのサマリーが含まれます。メッセージが複数の受信者に宛てられて
いる場合、各受信者に対するアクティビティは独自の番号が付けられた「Results」(結
果) セクションに表示されます。
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「Raw Logs」(RAW のログ)
MTA (mail transfer agent) ログおよび PureMessage の message_log からの raw テキス
トを含む「Raw logs」(Raw ログ) タブでは、さらに詳しい情報が参照可能です。「Raw
logs」(Raw ログ) タブには 1つまたはすべての以下のセクションを含みます。
■

■

■

「MTA Incoming」(MTA 受信):メッセージ受信のために実行された MTA の転送アク
ション。
「Message Log」(メッセージログ):当該のメッセージに関する完全なメッセージログ
エントリ。
「MTA Outgoing」(MTA 送信):メッセージ送信のために実行された MTA の転送アク
ション。

3.4.10 レポートを参照および管理する
PureMessage ではグラフおよび表の形式で、重要なパフォーマンス統計に関する事前定
義されたレポートを提供します。
グローバル管理者はグループ管理者と同様に同じレポートにアクセス可能で、キュー
メッセージに関する統計を提供する「Queue Status」(キューステータス) レポートへも
アクセスできます。
注:
このセクションで説明されているレポートのオプションは、これらのオプションへの
Groups Web Interface のアクセス権が有効に設定されている場合にのみ使用可能にな
ります。デフォルトではすべてのオプションが有効に設定されています。Groups Web
Interface にアクセスするには、サポートされているブラウザで
https://<Hostname>:28443/groups を指定します。詳細については、「フルア
クセスの管理者アカウントを作成する」 およびグループセットアップに関するチュー
トリアルをご覧ください。
レポートのタイプ
すべての PureMessage レポートの名前は、「Report 」(レポート) タブの「Reports
Types」(レポートのタイプ) のサイドバーに表示されます。以下のレポートを使用でき
ます。
メールの傾向
■

「Message Categories」(メッセージカテゴリ):ブロックされたメッセージ、スパム、
ウイルス、配信されたメッセージ、またはその他 (ウイルスまたはスパムではない) と
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して検出されたメッセージ数を表示します。PureMessage では、1つのメッセージが
スパムと同時にウイルスを含んでいる場合、そのメッセージはウイルスの合計数の方
にのみカウントされます。デフォルトでは、スパム確率が 50% を上回る場合、その
メッセージはスパムと見なされます。
■

■

■

■

■

■

「Message Categories per Group」(グループごとのメッセージのカテゴリ):ブロック
されたメッセージ、スパム、ウイルス、配信されたメッセージ、またはその他 (ウイ
ルスまたはスパムではない) として検出された (グループごとの) メッセージの数を表
示します。
「Top Virus Types」(最多ウイルスタイプ):メッセージ内に見つかった (ウイルス ID に
よって分類された) ウイルスタイプを表示します。ID による最新のウイルスの詳細に
ついては、ソフォスの Web サイトの「最新のウイルス定義ファイル」ページをご覧
ください。
「IP Blocked Messages」(IP ブロックされたメッセージ):IP アドレスに基づいてポリ
シーレベルでブロックされたメッセージとブロックされなかったメッセージの数を表
示します。
「Rejected MTA Connections」(拒否された MTA 接続):MTA レベルの IP ブロッキング
が原因で拒否された接続の数を表示します。
「Policy Mark Hits」(ポリシーマークのヒット数):メッセージログでのキーのカウント
回数を表示します。特定のポリシールールにログマーキングのアクションが追加され
た場合、それらのルールが適用された回数を監視するためにこのレポートを使用でき
ます。
「Queue Status」(キューステータス):このレポートはグローバル管理者のみが使用可
能で、Postfix を MTA (mail transfer agent) として使用している場合にのみ適用されま
す。Postfix は「Full Install」(フルインストール) のインストールオプションでデフォ
ルトでインストールされます。このレポートでは、キューが実行された合計数および
上位 20位までのドメインのメッセージについて、総合情報と各サーバーごとの情報
を表示します。時間は分単位で表示されます。「Report Parameters」(レポートパラ
メータ) サイドバーに、特定の Postfix キューを選択するための 「Queue」(キュー) の
ドロップダウンリストが含まれます。「Default」(デフォルト) のキューは、「Active」
(アクティブ) および「Incoming」(受信) キューからのアクティビティを結合して表示
します。

送信者
■

■

「Top Relays」(最多リレー):メールが経由しているリレーサーバーを、メール数が多
い順に表示します。
「Top Spam Relays」(最多スパムリレー):メールが経由しているリレーサーバーを、
検出したスパムメッセージ数が多い順に表示します。
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■

■

「Top Virus Relays」(最多ウイルスリレー):メッセージ内に見つかった (ウイルス ID
によって分類された) ウイルスタイプを表示します。ID による最新のウイルスの詳細
については、ソフォスの Web サイトの「最新のウイルス定義ファイル」ページをご
覧ください。
「Top Other Relays」(最多のその他のリレー):最も多くのその他のメッセージ (スパ
ムまたはウイルスのどちらにも分類されないメッセージ) を処理したリレーを数が多
い順に表示します。承認されたホストに追加する必要のある他のリレー (パートナー
など) をこのレポートでハイライト表示して、スパムフィルタリングのパフォーマン
スの細かな設定作業に役立てることができます。

受信者
■

■

■

「Top Spam Senders」(最多スパム送信者):メールの送信者を、検出したスパムメッ
セージ数が多い順に表示します。
「Top Virus Senders」(最多ウイルス送信者):メールの送信者を、検出されたウイルス
メッセージ数が多い順に表示します。
「Top Spam Recipients」(最多スパム受信者):最も多くのスパムを受信者したユーザー
を、検出されたスパムメッセージ数が多い順に表示します。このレポートを活用し
て、どのユーザーが多量のスパムを受信しているかを理解することで、ユーザーグ
ループまたは特定のユーザーに対してスパムのフィルタリングを強化するカスタムの
ポリシールール作成できます。
注:
これらの定義済みのレポートに加えて、Groups Web Interface で表示されるカスタム
のポリシーレポートを作成できます。カスタムレポートはすべて、「Report Types」
(レポートのタイプ) のサイドバーの下部にある新しいセクションに追加されます。詳
細については、「管理者レファレンス」の「管理グループ」セクションの「カスタム
ポリシーレポートを作成する」をご覧ください。

関連概念
Tutorial:グループセットアップ（336ページ）
関連タスク
フルアクセスの管理者アカウントを作成する（307ページ）
関連情報
最新のウイルス定義ファイル
pmx-reports-custom
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3.4.10.1 レポートを参照する
「Report Types」(レポートタイプ) のサイドバーを使用して個別のレポートページにア
クセスし、レポートの内容・書式やレポートが対象とする期間を定義できます。
レポートを参照するには
「Report Types」(レポートタイプ) のサイドバーで、参照が必要なレポート名をク
リックします。
「Report Parameters」(レポートパラメータ) のサイドバーと共に、レポートがデ
フォルトの書式でコンテンツの領域に表示されます。
3.4.10.2 レポートを作成する
「Report Parameters」(レポートパラメータ) のサイドバーを使用して、レポートの期
間、書式、およびコンテンツを設定し、レポートを生成します。
レポートを生成するには
1. 「Report Parameters」(レポートパラメータ) のサイドバーにあるオプションを使用
してレポートを定義します。
注:
これらのオプションは「Queue Status」(キューステータス) レポートには適用さ
れません。
■

「Period」(期間):ドロップダウンリストから事前定義された時間範囲 (「Last 24
hours」(過去 24時間) または「Last 30 days」(過去 30日間) を選択します。この
リストに表示される各時間範囲は、表示されている時間が完全に経過している範
囲を意味し、部分的な (その単位より小さな) 経過時間の部分は含まれません。た
とえば、「Last 12 hours (過去 12時間) は直近までに完全に経過した 12時間を意
味し、今の時刻の時間ですでに経過した時間 (分、秒) は含まれません。
「Today」(今日) を選択した場合、レポートに含まれる範囲は現在の暦上の日付
の深夜 0時からレポートが実行される時刻までとなります。
または、下記のテキストボックスを使用してカスタムの日付範囲を指定する場合
「Custom values」(カスタムの値) を選択します。
— 「Start Date」(開始日):日付および時刻を YYYY-MM-DD [hh:mm] の書式で入力
します。時間および分を指定しない場合、開始時間は 0:00 になります。
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— 「End Date」(終了日):日付および時刻を YYYY-MM-DD [hh:mm] の書式で入力
します。時間および分を指定しない場合、終了時間は 23:59 になります。
定義済みの期間を選択している場合も、カスタムの期間を選択している場合でも、
レポートのデータは選択されている期間の増分に従って表示されます。以下のよ
うな制限があります。
— 24時間までの期間は、時間 (hour) で表示される
— 31日までの期間は、日 (day) で表示される
— 1年までの期間は、月 (month) で表示される
— 1年を超える期間は、年 (year) で表示される
■

■

■

「Format」(書式):レポートがデータの表示に使用する書式を選択します (「Bar」
(横線) または「Table」(表) など)。オプションはレポートによって異なり、この
オプションは特定のレポートには設定できません。
「Traffic」(トラフィック):該当する場合、レポートで「Inbound」(受信) メール、
「Outbound」(送信) メール、または「Both」(送受信) に対応するデータを表示で
きます。
「Groups」(グループ):このドロップダウンリストは複数のグループのメンバーで
ある場合にのみ表示されます。レポートデータを生成する必要のある特定のグルー
プを選択するか、「All groups」(すべてのグループ) を選択してさまざまなグルー
プからの統合データを生成します。

2. 「Generate」(生成) をクリックします。
指定した条件でのレポートがコンテンツ領域に表示されます。
注:
レポートを実行して、指定した受信者に定期的に送信する必要がある場合、
pmx-reports-mailer-v2 に関するスケジュールジョブを作成できます。詳細につ
いては、pmx-reports-mailer-v2 の man ページおよび「PureMessage Manager
レファレンス」の「スケジュールジョブを管理する」をご覧ください。
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-reports-mailer-v2
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3.4.10.3 レポートをエクスポートする
デフォルトでは、すべてのレポートには「Export」(エクスポート) ボタンがあり、CSV
(comma-separated value) 形式でレポートをエクスポートして他のプログラムで参照お
よび印刷するのに使用します。レポートに「Export」(エクスポート) ボタンがない場合
は、グローバル管理者がこのオプションを使用可能に設定していないことを意味しま
す。
レポートをエクスポートするには
1. 「Export」(エクスポート) ボタン (生成されたレポートの下) をクリックします。
2. Web ブラウザのファイルダウンロード機能を使用して、エクスポートする場所を指
定します。

3.4.11 Groups Web Interface の自己署名証明書を生成する
SSL 接続の安全性を高めるには、自己署名証明書を生成することをお勧めします。以下
の手順では、OpenSSL がシステムにインストールされていることを前提にしており、詳
細については、http://www.openssl.org/ をご覧ください。
自己署名証明書を生成するには
1. コマンドラインで、PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) としてログイン
します。
2. PureMessage のインストールディレクトリのルートの下の
/opt/pmx/etc/manager/httpd2/ にディレクトリを変更します。
3. 以下のコマンドを実行して pmx-cert.cert および pmx-cert.pem のバックアッ
プを実行します。
例
mv pmx-cert.cert backup-pmx-cert.cert
mv pmx-cert.pem backup-pmx-cert.pem

4. 新しい pmx-cert.pem ファイルを以下のコマンドで生成します。
例
pmx-cert --dns=<fully qualified domain name of Groups UI server>
--email ="<Administrator's email address>" --ip=<IP address of Groups
UI server>
--url=http://<fully qualified domain name of Groups UI server>
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5. /opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl.conf ファイルの SSLCertificateFile
オプションが、/opt/pmx/etc/manager/httpd2/pmx-cert.pem に設定されて
いることを確認します。
6. HTTP (RPC/UI) サービスを以下のコマンドで再起動します。
例
pmx-httpd stop; httpd

関連タスク
SSL を設定する（?ページ）
関連情報
OpenSSL Website

3.4.12 チュートリアル:グループセットアップ
PureMessage グループ管理機能によって、組織のグローバル管理者は特定の受信者のグ
ループまたは特定のドメインに対する管理責任を委任できます。この例においては、2
つのサブドメインを持つ大学のグローバル管理者として、グループ機能を使用してグ
ループの作成および機関内のさまざまなユーザーへの管理ロールの割り当てを実行する
ことになります。この例において、機関の名前は Sophos University です。
この大学では以下のドメインを使用します。
■

sophosu.example.com

■

business.sophosu.example.com

■

science.sophosu.example.com

この大学では以下の管理ロールおよびアクセス権を持ちます。
■

■

■

■

■

「Assistant Administrator」(アシスタント管理者):すべてのドメインへのフルアクセ
ス権
「Business Administrator」(ビジネス学部管理者):business.sophosu.example.com
へのフルアクセス権
「Science Administrator」(工学部管理者):science.sophosu.example.com へのフル
アクセス権
「Helpdesk」(ヘルプデスク):すべてのドメインに対するリストへアクセスを許可およ
びブロックする権限
「Human Resources Administrator」(人事部管理者):すべてのドメインのリストを監
視する権限と隔離検索についての制限付きの権限
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大学がグループモデルでメールの管理を開始するための準備として、グローバル管理者
は以下のタスクを順番に実行する必要があります。
重要 :
下記で説明されているすべてのタスクは、セントラルサーバー (CSM) で実行される必
要があります。
3.4.12.1 グループを作成する
開始するには、メールの受信者が属するグループを作成する必要があります。この場
合、Sophos University では、1つのプライマリドメイン (sophosu.example.com) と 2つ
のサブドメイン (business.sophosu.example.com および science.sophosu.example.com)
の合計 3つのグループが必要になります。これらのグループをセントラルサーバー (CSM)
のコマンドラインから作成します。グループ名は「sophos」、「business」、および
「science」となります。
グループを作成するには
1. セントラルサーバーに「pmx」ユーザーとしてログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。
pmx-group --add --group sophos --description "primary domain"
pmx-group --add --group business --description "business domain"
pmx-group --add --group science --description "science domain"

新しく作成されたグループは、/opt/pmx/etc/members-per-group ディレクト
リのサブディレクトリに保存されます。グループを追加する場合、グループ名の最
初の 2文字に基づいて一文字のサブディレクトリが自動的に作成されます。これは組
織でグループが多数ある場合に、ディレクトリごとの最大ファイル数の上限を超過
しないために実行されます。
新しく作成されたグループは以下の場所に保存されます。
/opt/pmx/etc/members-per-group/s/o/sophos
/opt/pmx/etc/members-per-group/b/u/business
/opt/pmx/etc/members-per-group/s/c/science

詳細については、「グループを作成する」をご覧ください。
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関連タスク
グループを作成する（303ページ）
3.4.12.2 メンバーをグループに追加する
メールの受信者は、アドレスまたはドメインの情報をグループに追加することによって
グループに含めることができます。
メールユーザーをグループに関連付ける際には、各グループが固有の受信者リスト含ん
でいる必要があります。同じ受信者のアドレスを複数のグループに追加した場合、
PureMessage ポリシーがアドレスを処理する際に予期しない結果が発生する場合があり
ます。
グループファイルを直接編集するか、pmx-list コマンド (このチュートリアルで使用
している方法) を使用して、メンバーをグループに追加します。個別のアドレスは
「sophos」グループに対して指定され、「business」および「science」グループ内の
すべてのアドレスはこれに対応したサブドメインを指定することによって追加される点
にご注意ください。
メンバーをグループに追加するには
1. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下のコマンドを実行します。
pmx-profile sync-from-db --resource=members-per-group

2. 受信者のアドレスでグループにメンバーを追加する場合は、以下のコマンドを実行
します。
pmx-list add members-per-group#sophos JaneD@example.com
BobS@example.com\
JackW@example.com AliceC@example.com
pmx-list add members-per-group#business @business.sophosu.example.com
pmx-list add members-per-group#science @science.sophosu.example.com

アドレスは /opt/pmx/etc/members-per-group ディレクトリのサブディレクト
リにある個別のグループファイルに追加されます。
3. pmx-profile sync-to-db --resource=members-per-group を実行してリス
トのデータとデータベースを同期させます。
4. pmx-makemap --grouplist を実行してデータベースと同期可能な CDB リストを
作成します。
追加情報については、「メンバーをグループに追加する」をご覧ください。
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次のステップでは、グループの管理責任がある大学のスタッフに対してアカウントを作
成します。
関連タスク
メンバーをグループに追加する（305ページ）
3.4.12.3 管理者アカウントを作成する
このステップでは、ステップ 1 およびステップ 2 で作成され、メンバーが追加されたグ
ループに対して、さまざまな管理者責任を持つアカウントを作成します。
以下の管理ロールに対するアカウントを作成します。
■

Assistant Administrator (George)

■

Business Administrator (Frank)

■

Science Administrator (Susan)

■

Helpdesk (Jerry)

■

Human Resources Administrator (Tanya)

管理者アカウントを作成するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下のコマンドを実行します。
pmx-user --add --username GeorgeC --fullname "George Cassidy" --email
GeorgeC@example.com --passphrase sophos
pmx-user --add --username FrankB --fullname "Frank Booth" --email
FrankB@example.com --passphrase sophos
pmx-user --add --username SusanS --fullname "Susan Summers" --email
SusanS@example.com --passphrase sophos
pmx-user --add --username JerryS --fullname "Jerry Sanders" --email
JerryS@example.com --passphrase sophos
pmx-user --add --username TanyaH --fullname "Tanya Harrison" --email
TanyaH@example.com --passphrase sophos

追加された各ユーザーに対して確認のメッセージが表示されます。
追加情報については、「管理者アカウントを作成する」をご覧ください。
次のステップでは、グループと作成された管理者アカウントを使用して、管理者を適切
なグループに関連付けます。
関連タスク
管理者アカウントを作成する（307ページ）
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3.4.12.4 管理者アカウントをグループに追加する
アクセス権は、グループ/管理者のペアに基づいて許可されます。このステップでは、
グループと前のステップでセットアップした管理者アカウントとの関連付けを作成しま
す。以下に示すように各コマンドを実行すると、ユーザーが特定のグループを管理でき
ることを示すメッセージが表示されます。
以下の関連付けを作成します。
ロール

ユーザー名

関連付けられたグループ

Assistant Administrator

GeorgeC

sophos、business、
science

Business Administrator

FrankB

business

Science Administrator

SusanS

science

Helpdesk

JerryS

sophos、business、
science

Human Resources
Administrator

TanyaH

sophos、business、
science

管理者アカウントをグループに追加するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下のコマンドを実行します。
pmx-group --add-admin --group sophos --user GeorgeC
pmx-group --add-admin --group business --user GeorgeC
pmx-group --add-admin --group science --user GeorgeC
pmx-group --add-admin --group business --user FrankB
pmx-group --add-admin --group science --user SusanS
pmx-group --add-admin --group sophos --user JerryS
pmx-group --add-admin --group business --user JerryS
pmx-group --add-admin --group science --user JerryS
pmx-group --add-admin --group sophos --user TanyaH
pmx-group --add-admin --group business --user TanyaH
pmx-group --add-admin --group science --user TanyaH

追加情報については、「管理者アカウントをグループに追加する」をご覧ください。
関連タスク
管理者アカウントをグループに追加する（308ページ）
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3.4.12.5 カスタムのグループポリシーリストおよびルールを作成する
Groups Web Interface の「設定」タブには、指定したメールアドレスおよびドメインを
処理するポリシー内容の決定に使用できる、いくつかのデフォルトのリストが含まれて
いますが、カスタムリストを作成することもできます。
注:
リストがデフォルトのリストであるか、カスタムのリストであるかにかかわらず、こ
の手順の 2番目の部分で説明されているように、リストは PureMessage のポリシーで
ルールと組み合わされる必要があります。
このチュートリアルのステップでは、「offensive」(不快な表現) のリストを作成し、ポ
リシーはこのリストを使用してリストで指定されているキーワードを含むメッセージを
隔離します。PureMessage Manager を使用して、不快な言葉を含むメッセージに対する
グループに固有のポリシールールを設定します。該当するメッセージは「offensive」(不
快な表現) という理由で隔離されます。最後に「offensive」(不快な表現) に関するオプ
ションを隔離の検索条件に追加すると、グループ管理者は不快な表現を含むという理由
で隔離されたメッセージを検索できるようになります。
注:
このステップとステップ 6 および 7 では、PureMessage Manager のポリシーコンスト
ラクタを使用してポリシースクリプトを編集する必要があります。最初に、既存のポ
リシーのバックアップを作成しておき、このチュートリアルの終了後には元に戻せる
ように準備しておくことをお勧めします。
最初にポリシーのバックアップを行います。Manager の「Policy」(ポリシー) タブで、
サイドバー上の「Backups」(バックアップ) の横にある「Create」(作成) をクリックし
ます。日付と時刻に関する情報を含むバックアップエントリが表示されます。
■

カスタムリストを作成するには
a) コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-list --add --id offensive-words-per-group --name "Offensive
Words (per group)"\
--description "Offensive Words" --match-type contains

b) pmx-profile sync-from-db を実行します。
割り当てられた名前のリストは、/opt/pmx/etc に追加され、リストデータは
etc/multilists.conf に追加されます。pmx-group を --view-perm オプショ

342 | 管理者レファレンス | PureMessage for UNIX

ンと併せて使用する場合、このリストは有効/無効に設定が可能な権限の中に表示
されます。
c) グループ管理 Web インターフェースを実行している各サーバーに対しては、コマ
ンドラインで以下を実行します。
pmx-httpd restart

リストはグループ管理者が次回「Configuration」(設定) タブを表示する際にアク
セスが可能になります。
■

関連するポリシールールを作成するには
a) PureMessage Manager で「Policy」(ポリシー) タブをクリックします。
デフォルトの PureMessage ポリシーがコンストラクタモードで表示されます。
b) ページの左下部で、「add main rule」(メインルールを追加) をクリックします。
新規ルールを作成するためのコントロールのセットが表示されます。
c) テキストボックスおよびドロップダウンリストを使用して下記の設定内容に一致
するテストを作成します。「add action」(アクションを追加) をクリックして、
表示されているドロップダウンリストのオプションを選択して新しいルールの設
定を完了します。

d) 「Save」(保存) をクリックします。
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e) 「Cut」(切り取り) をクリックします。
f) 既存のポリシールールである、「Quarantine mail containing suspicious
attachments」(疑わしい添付ファイルを含むメールを隔離) をクリックします。
このルールの詳細が表示されます。
g) 「Paste」(貼り付け) をクリックします。
「Check for offensive content (per group)」(不快な表現をグループごとにチェッ
ク) ルールが既存のルールに追加されます。
h) 「Save」(保存) をクリックします。
■

「offensive」(不快な表現) を隔離する検索オプションを作成するには
a) コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group --add-perm --permission quarantine.reason.offensive

権限が追加されたことを伝えるメッセージが表示されます。「Offensive」(不快
な表現) という理由が「Search」(検索) タブの「Search Parameters」(検索パラ
メータ) サイドバーの 「Reason」(理由) のドロップダウンリストに表示されま
す。
詳細については、「グループリストを作成する」、「カスタム理由を追加および削除す
る」、pmx-group-list の man ページ、および pmx-group の man ページをご覧くだ
さい。
PureMessage ポリシー設定の詳細については、「管理者レファレンス」の「ポリシー設
定」および「PureMessage Manager レファレンス」の「ポリシー」をご覧ください。
続いて、pmx-groupコマンドを使用してグループポリシー設定を追加し、設定をグルー
プ固有のポリシールールと関連付けます。
関連概念
ポリシー設定（355ページ）
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
関連タスク
グループリストを作成する（312ページ）
カスタムの隔離の検索理由を追加および削除する（314ページ）
カスタムのログの検索理由を追加および削除する（315ページ）
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関連情報
pmx-group
pmx-group-list
3.4.12.6 ポリシー設定を追加および定義する
デフォルトでは、「Configuration」(設定) タブの「Policy: Policy Settings」(ポリシー:
ポリシー設定) ページは何も設定されていません。グループポリシーオプションを実装
するには 2つのステップが必要です。最初に、グループ管理者にスパムチェックを有効/
無効にするオプションを提供できるように、新規のポリシー設定をチェックボックスの
形式で作成します。次に、PureMessage ポリシーコンストラクタを使用して新しいポリ
シールールを定義し、この設定に関連付けます。
■

ポリシー設定を作成するには
a) コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-policy --add --id group-anti-spam-opt-outs --name
"Anti-spam opt-outs (per group)"\
--type checkbox --style optin --description "Disable spam checking"

b) pmx-profile sync-from-db を実行します。
「Configuration」(設定) タブの「Policy: Policy Settings」(ポリシー: ポリシー設
定) ページにチェックボックスのオプションの「Disable spam checking」(スパム
チェックを無効にする) が表示されます。また、「Anti-spam opt-outs (per
group)」(スパム検出を免除 (グループごと)) という新しいグループリストが
/opt/pmx/etc/lists.conf に追加され、PureMessage Manager のポリシーコ
ンストラクタでリストを指定するのに使用されるドロップダウンリストも使用可
能になります。
■

■

ポリシールールを定義する
a) PureMessage Manager で「Policy」(ポリシー) タブをクリックします。
デフォルトの PureMessage ポリシーがコンストラクタモードで表示されます。
b) 既存のポリシールールである、「Deliver mail to anti-spam opt-outs」(スパム対
策免除へメールを配信) をクリックします。
このルールの詳細が表示されます。
c) 「add test」(テストを追加) をクリックします。
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追加の「Tests」(テスト) ドロップダウンリストが表示されます。
d) 以下に表示するようにドロップダウンリストのオプションを選択します。

e) 「Save」(保存) をクリックします。
追加情報については、「ポリシー設定を作成する」および pmx-group-policy の man
ページをご覧ください。
PureMessage ポリシー設定の詳細については、「管理者レファレンス」の「ポリシー設
定」および「PureMessage Manager レファレンス」の「ポリシー」をご覧ください。
次のトピックでは、グローバル管理者が参照可能なグループに個別のドキュメントの設
定方法について説明します。
関連概念
ポリシー設定（355ページ）
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
関連タスク
ポリシー設定を作成する（311ページ）
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関連情報
pmx-group-policy
3.4.12.7 グループドキュメントを追加する
場合によって、グループ管理者に関連するカスタムドキュメントへのアクセス権を持た
せる必要があります。グループ管理者に、これらのドキュメントを編集できるように許
可する選択はできますが、通常、ドキュメントテンプレートは読み取り専用です。この
チュートリアルのステップでは、pmx-group-file コマンドを使用してドキュメント
テンプレートを作成し、グループ管理者を介してコンテンツを追加します。テンプレー
トへの権限は、ステップ 9 で設定されます。
■

グループドキュメントのテンプレートを追加するには
a) コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-file --add --id policy-description --name "Policy
Description"\
--type document

b) pmx-profile sync-from-db --all を実行します。
c) pmx-httpd restart を実行します。
新しいテンプレートが、/opt/pmx/var/lib/multifile ディレクトリに追加
されます。さらに、新しいカテゴリの「Documents」(ドキュメント) が Groups
Web Interface の「Configuration」(設定) タブのサイドバーに表示されます。
■

コンテンツをドキュメントに追加するには
a) Groups Web Interface へのログインでは、サポートされているブラウザで
https://<ホスト名>:28443/groups にアクセスして、ステップ 3 で作成したユー
ザーの 1人 (ユーザー名:GeorgeC パスワード:sophos など) としてログインしま
す。認証を受け入れて、GUI を表示します。
「Search」(検索) タブが表示された GUI が起動されます。
b) 「Configuration」(設定) タブをクリックします。
「Configuration」(設定) のサイドバーの「Documents」(ドキュメント) の見出し
の下に「Policy Description」(ポリシーの説明) のリンクが表示されます。
c) 「Policy Description」(ポリシーの説明) をクリックします。
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「Documentation」(ドキュメント) のテンプレートがコンテンツの領域に表示さ
れます。
d) 表示されているテキストボックスに下記のコンテンツをコピーして貼り付け、
「Save」(保存) をクリックします。
Mail from internal hosts
Reject mail containing viruses
Allow unscannable messages to pass through
Mail from external hosts
Clean mail containing viruses
Quarantine mail containing suspicious attachments
Deliver mail from whitelisted hosts and senders
Deliver mail to anti-spam opt-outs
Quarantine mail from blacklisted hosts and senders
Copy to quarantine and deliver if spam probability is 50% or more
Add X-Header and deliver messages

「Policy Description」(ポリシーの説明) が保存されたことを示すメッセージがコ
ンテンツ領域の下部に表示されます。このドキュメントへのアクセス権は現在読
み取り/書き込みですが、ステップ 9 の「アクセス権を許可する」の設定過程でス
テータスを読み取り専用に変更できます。
追加情報については、「ポリシー設定を作成する」および pmx-group-file の man
ページをご覧ください。
次のトピックでは、グループに個別のバナーの追加方法を説明します。
関連タスク
グループリストを作成する（312ページ）
関連情報
pmx-group-file
3.4.12.8 グループバナーを追加する
このステップでは、グループに個別のバナーを追加するオプションを作成します。この
オプションはグループ管理者が使用できるようになります。最初に pmx-group-file
コマンドを使用してグループに個別のバナーのオプションを作成します。続いて
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PureMessage ポリシーを編集して、すべての送信メールに免責事項を追加する際に使用
できるアクションを作成します。
■

グループバナーを追加するには
a) コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-group-file --add --id outgoing-disclaimer-per-group --name
"Outgoing Disclaimer"\
--type banner --charset latin1

b) pmx-profile sync-from-db --all を実行します。
c) pmx-httpd restart を実行します。
新しいテンプレートが、/opt/pmx/var/lib/multifile ディレクトリに追加
されます。さらに新しいカテゴリの「Banners」(バナー) が「Configuration」(設
定) タブのサイドバーに表示されます。これでグループ管理者は「Outgoing
Disclaimer」(送信用の免責事項) をクリックして、バナーテキストを追加するた
めのテキストボックスを表示できます。
■

グループに特有の「add banner」アクションを作成するには
a) PureMessage Manager で「Policy」(ポリシー) タブをクリックします。
デフォルトの PureMessage ポリシーがコンストラクタモードで表示されます。
b) ページの左下部で、「add main rule」(メインルールを追加) をクリックします。
新規ルールを作成するためのコントロールのセットが表示されます。
c) テキストボックスおよびドロップダウンリストを使用して下記に表示されている
内容と一致するようにルールを作成します。
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d) 「Arguments」(引数) ボタンをクリックします。
「Add banner」(バナーの追加) ダイアログボックスが表示されます。
e) 「Add banner」(バナーの追加) ダイアログボックスで、「Group-specific banner」
(グループに個別のバナー) を選択します。続いて表示されるテキストボックスに、
pmx-group-file コマンドを使用して、バナーテンプレートに割り当てた ID で
ある outgoing-disclaimer-per-group を入力します。
f) 「OK」をクリックします。
g) 「Save」(保存) をクリックします。
h) 「Cut」(切り取り) をクリックします。
i)

ポリシーの「Mail from internal hosts」(内部ホストからのメール) セクションで、
既存のルールの「Reject mail containing viruses」(ウイルスを含むメールを拒否
する) をクリックします。

j)

「Paste」(貼り付け) をクリックします。

k) 「Save」(保存) をクリックします。
l)

「Commit」(確定) をクリックします。

追加情報については、ポリシー設定を作成する（312ページ）および pmx-group-file
の man ページをご覧ください。
次のトピックでは、さまざまな管理者にアクセス権を許可する方法を説明します。
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関連タスク
グループリストを作成する（312ページ）
関連情報
pmx-group-file
3.4.12.9 アクセス権を許可する
アクセス権は、グループ/管理者のペアに基づいて設定されます。デフォルトでは、管
理者アカウントに関連付けられているすべてのグループにはフルアクセス権が有効にな
ります。このステップでは権限を必要に応じて変更し、一部の管理者は Groups Web
Interface で特定のタブおよびオプションに対してのみアクセスを許可されるようになり
ます。
アクセス権は以下のように許可されます。
ロール

ユーザー名

アクセス権

Assistant Administrator

GeorgeC

すべてのドメインへのフル
アクセス

Business Administrator

FrankB

「business」ドメイン内の
フルアクセス

Science Administrator

SusanS

「science」ドメイン内のフ
ルアクセス

Helpdesk

JerryS

すべてのドメインに対する
リストへアクセスの許可お
よびブロック
(「Configuration」(設定) オ
プションのみ)、オンライン
ヘルプアクセス、隔離 (プレ
ビューオプションなし)、レ
ポートへのアクセスなし

Human Resources
Administrator

TanyaH

すべてのドメインでの
「Offensive Words」(不快
な表現) の注意リスト、オン
ラインヘルプアクセス、隔
離アクセス (「offensive」
(不快な表現) が理由の場合
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ロール

ユーザー名

アクセス権
のみ)、レポートへのアクセ
スなし

このチュートリアルでは Assistant Administrator (GeorgeC) がすべてのドメインを管轄
しています。このユーザーを 3つのグループとそれぞれ個別に関連付けた際にフルアク
セス権が許可されたことになっているため、 GeorgeC に対する権限を変更する必要はあ
りません。個別の担当ドメインに対して既にフルアクセス権を持っている FrankB
(Business Administrator) および SusanS (Science Administrator) についても、同様に権
限の変更は必要ありません。
ただし、残りの管理者については特定の機能に対するアクセスを制限する必要がありま
す。これは、特定の権限または権限のグループについて--group、--user、--permission、
および --value を指定 (通常「on」または「off」に指定) することによって実行されま
す。
Helpdesk および Human Resources 管理者に権限を設定するには
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下のコマンドを実行します。
Helpdesk - JerryS
pmx-group --set-perm --group sophos --user JerryS --permission
configuration.document.policy-description --value read
pmx-group --set-perm --group sophos --user JerryS --permission
configuration.policysettings --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user JerryS --permission
quarantine.preview --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user JerryS --permission reports
--value off
pmx-group --set-perm --group business --user JerryS --permission
configuration.document.policy-description --value read
pmx-group --set-perm --group business --user JerryS --permission
configuration.policysettings --value off
pmx-group --set-perm --group business --user JerryS --permission
quarantine.preview --value off
pmx-group --set-perm --group business --user JerryS --permission
reports --value off
pmx-group --set-perm --group science --user JerryS --permission
configuration.document.policy-description --value read
pmx-group --set-perm --group science --user JerryS --permission
configuration.policysettings --value off
pmx-group --set-perm --group science --user JerryS --permission
quarantine.preview --value off
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pmx-group --set-perm --group science --user JerryS --permission reports
--value off

Human Resources Administrator - TanyaH
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
configuration.document.policy-description --value read
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
configuration.lists.allowed-relays-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
configuration.lists.allowed-senders-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
configuration.lists.blocked-relays-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
configuration.lists.blocked-senders-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
configuration.policysettings --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission help
--value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.actions --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.actions.approve --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.actions.delete --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.actions.forward --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.actions.report --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.actions.save --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.preview.attachments --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.preview.attachments.download --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.preview.content --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.preview.info --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.preview.source --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.preview.status --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.reason.blacklisted --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.reason.spam --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission
quarantine.reason.virus --value off
pmx-group --set-perm --group sophos --user TanyaH --permission reports
--value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission

PureMessage for UNIX | 管理者レファレンス | 353

configuration.document.policy-description --value read
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
configuration.lists.allowed-relays-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
configuration.lists.allowed-senders-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
configuration.lists.blocked-relays-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
configuration.lists.blocked-senders-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
configuration.policysettings --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission help
--value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.actions --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.actions.approve --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.actions.delete --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.actions.forward --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.actions.report --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.actions.save --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.preview.attachments --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.preview.attachments.download --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.preview.content --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.preview.info --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.preview.source --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.preview.status --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.reason.blacklisted --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.reason.spam --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
quarantine.reason.virus --value off
pmx-group --set-perm --group business --user TanyaH --permission
reports --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
configuration.document.policy-description --value read
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
configuration.lists.allowed-relays-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
configuration.lists.allowed-senders-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
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configuration.lists.blocked-relays-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
configuration.lists.blocked-senders-per-group --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
configuration.policysettings --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission help
--value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.actions --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.actions.approve --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.actions.delete --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.actions.forward --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.actions.report --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.actions.save --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.preview.attachments --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.preview.attachments.download --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.preview.content --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.preview.info --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.preview.source --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.preview.status --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.reason.blacklisted --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.reason.spam --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission
quarantine.reason.virus --value off
pmx-group --set-perm --group science --user TanyaH --permission reports
--value off

指定されたユーザーに対してアクセス権限が無効になります。
特定のグループ/管理者のペアのアクセス権限を参照するには、pmx-groupを使用する
こともできます。たとえば、ユーザーの「TanyaH」が「business」グループに対して持
つすべての権限のリストは、以下のコマンドを実行して参照できます。
pmx-group --view-perm --group business --user TanyaH

追加情報については、「グループアクセス権を設定する」および「グループアクセス権
を表示する」をご覧ください。
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チュートリアルの内容はここまでです。作成したグループは、定義したロールおよび権
限に従って管理できるようになりました。
関連概念
グループアクセス権を表示する（310ページ）
関連タスク
グループアクセス権を設定する（309ページ）

3.5

ポリシー設定

このセクションでは、ウイルス、スパム、および組織のポリシーコンプライアンスに関
するメッセージフィルタリングのカスタマイズと詳細な調整方法について説明します。
ポリシー、リスト、およびマップは、PureMessage のメールフィルタリング方法を設定
する手段です。ポリシー設定によって、特定のキーワードのフィルタリングも含め、ウ
イルスまたはスパムを含むメッセージの PureMessage での処理方法が決定されます。
リストには、スパムを通常生成しているドメイン、またはスパムをすべて削除しようと
しているドメインが含まれます。マップはメールアドレスの再ルーティングに関する簡
単な表で、いくつかの異なるメールアカウントに宛てられているメッセージを主に使用
されている 1つのアカウントに送信する場合に使用されます。
このセクションでは、デフォルトの PureMessage ポリシーの機能の仕方とそのカスタ
マイズ方法について説明します。ここでは特に PureMessage ポリシーのスパム検知と
ウイルス処理の設定の詳細情報を提供し、Manager またはコマンドラインインターフェー
スを使用したポリシーの変更方法について説明します。

3.5.1 ポリシーの概要
ポリシーによって、インストールされた PureMessage でのフィルタリング方法が定義
されます。ポリシーはルールによって構成され、ルールはテストとアクションで構成さ
れています。メッセージがポリシーによって処理される場合、設定順にルールがメッ
セージに対して実行されます。各ルールでは「stop」(停止) アクションを設定可能で、
メッセージの処理がそれ以上に進行しないようにできます。
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PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブ、または pmx-policy コマンドラ
インプログラムを使用してポリシーを設定します。ポリシーを編集する前に、現在のポ
リシーのバックアップを行うことを強くお勧めします。
注:
policy.siv スクリプトは自動的にはアップデートされませんが、手動でのアップ
デートが可能です。変更されたpolicy.sivスクリプトをアップデートする必要があ
る場合、最初にバックアップを行い、以下のコマンドを実行します。
pmx-policy integ --regen

このコマンドは最新のポリシーテンプレートに基づいて、新しいデフォルトのポリシー
を生成します。変更を復元するには、バックアップ、変更されたバージョン、および
再生成されたバージョンの間で差分確認を実行して、保持する必要のある変更内容を
手動で貼り付ける必要があります。
関連概念
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
ポリシーのバックアップおよび復元を行う（393ページ）
関連情報
pmx-policy
3.5.1.1 デフォルトの PureMessage ポリシー
PureMessage のインストール中に、デフォルトポリシーがインストールされ有効になり
ます。デフォルトのポリシー設定は PureMessage ライセンスによって異なります。た
とえば、PureMessage Virus コンポーネント用のライセンスを持たない場合、ウイルス
チェックルールは設定されません。
このセクションでは、デフォルトのポリシーは 4つのパートに分かれて確認されます。
各パートでは、デフォルトポリシー内のルールおよびアクションのサブセットについて
説明します。
関連概念
デフォルトの PureMessage のポリシースクリプト（?ページ）
パート 1:「Internal Hosts」(内部ホスト):
ポリシースクリプトの最初の部分では、内部ホストからのメッセージを処理します。以
下の Manager の画像には、PureMessage で編集を行う内部ホストのルールとアクショ
ンの箇所が示されています。ポリシーのこの部分に関して、順番に以下で説明します。
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説明:
PureMessage が内部ホストに対するテストとアクションを実行する前に、送受信メッ
セージの両方に関するメッセージログにマークが追加され、これによって、Groups Web
Interface のログ検索機能を使用する際に、件名での検索が可能になります。
■

メッセージが「Internal Hosts」(内部ホスト) リストで定義されているリレーから送信
されてきている場合
— 「Perimeter Protection」(境界防御) を有効にするマークがメッセージログに追加
され、内部ホストと送信メッセージが区別されます。

■

メッセージに検索不可能なデータが含まれている場合
— メッセージが検索不可能で、ウイルスを含む可能があることを示すヘッダがメッ
セージに追加されます。
— メッセージが検索不可能であったことを示すマークがメッセージログに追加されま
す。
— メッセージ処理が停止します。

■

メッセージがウイルスを含む場合
— 「One or more viruses were detected in the message」（メッセージ内で 1つまた
は複数のウイルスが検出） という理由でメッセージは拒否されます。
— メッセージ処理が停止します。

関連概念
リスト（?ページ）
ウイルス（406ページ）
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パート 2:外部ホスト
ポリシースクリプトの 2 番目の部分では、外部ホストからのメッセージを処理します。
メッセージの内容によって、ポリシースクリプトのこの部分でウイルスと疑わしい添付
ファイルについて検索が行われます。以下の Manager の画像には、外部ホストからの
メッセージに対するウイルスチェックルールとアクションを、どこで編集するかが示さ
れています。ポリシーのこの部分に関して、順番に以下で説明します。

説明:
「Internal Hosts」(内部ホスト) リストで定義されていないリレーから送信されてきてい
るメッセージは、外部ホストからのメッセージとして認識されます。ポリシースクリプ
トのこの部分で、外部ホストからのメッセージはウイルスと疑わしい添付ファイルにつ
いて以下のように検索されます。
■

■

メッセージにヘッダが追加されます (X-PMX-Version および PureMessage バージョン
の番号)。
メッセージのサイズがメッセージログに書き込まれます。
1. メッセージにソフォスのブロックリストに属する IP アドレスが含まれる場合
— メッセージは隔離され、メッセージにはブロックリストにある IP アドレスが含
まれることを示すマークがメッセージログに追加されます。
2. メッセージが検索不可能な場合
— メッセージが検索されず、ウイルスを含む可能性があることを示すテキストが
メッセージの件名に追加されます。
— メッセージが検索不可能であることを示すマークがメッセージログに追加され
ます。
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3. メッセージがウイルスを含む場合
— メッセージのコピーが「Virus」(ウイルス) という理由で隔離ディレクトリに書
き込まれます。
— メッセージがウイルスを含むことを示すマークがメッセージログに追加されま
す。
4. メッセージに疑わしい添付ファイルが含まれる場合
— メッセージは、「Suspect」(疑わしい) という理由で隔離ディレクトリに送信
されます。
— メッセージが疑わしい添付ファイルを含むことを示すマークがメッセージログ
に追加されます。
— メッセージ処理が停止します。
関連概念
リスト（?ページ）
ウイルス（406ページ）
テストについて（105ページ）
パート 3:外部ホスト、リスト
ポリシースクリプトの 3番目の部分では、「パート 2: 外部ホスト」でフィルタリングさ
れた外部ホストからのメッセージを引き続き処理します。特にポリシーのこの部分で
は、許可リストにあるリレー、スパム検出免除のリスト、およびブロックリストにある
リレーに含まれるメッセージをフィルタリングします。以下の Manager の画像には、外
部ホストからのメッセージに対するリストチェックルールとアクションについて、どこ
で編集するかが示されています。ポリシーのこの部分に関して、順番に以下で説明しま
す。
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説明:
ポリシースクリプトのこの部分に到達するメッセージは、外部ホストからのメッセージ
で、ウイルスおよび疑わしい添付ファイルについて既に検索されています。これらの感
染のないことが明らかなメッセージは、以下のようにして許可リスト、ブロックリス
ト、および「anti-spam opt-out」（ウイルス検出免除) リストに含まれているかどうか
の確認を受けます。
1. メッセージが「Whitelisted Hosts」(許可リストにあるホスト) のリストで定義されて
いるリレー経由で配信されているか、「Whitelisted Senders」(許可リストにある送
信者) リストまたは「Whitelisted Senders (per-user)」(許可リストにある送信者(ユー
ザーごと)) リストで定義されている Envelope From アドレスを持っている場合
■

■

■

メッセージは配信されます。
メッセージは許可リストにあるアドレスからのメッセージであることを示すマー
クがメッセージログに追加されます。
メッセージ処理が停止します。

2. メッセージの受信者のアドレスが、「Anti-Spam Opt-Out」(スパム検出免除) で定義
されている場合
■

■

■

メッセージは配信されます。
受信者が「Anti-Spam Opt-Out」(スパム検出免除) リストのメンバーであることを
示すマークが、メッセージログに追加されます。
「Anti-Spam Opt-Out」(スパム検出免除) で定義されていない受信者についての
メッセージ処理は続行されます(すべての受信者がリストに含まれている場合、
メッセージ処理は停止します)。
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3. メッセージが「Blacklisted Hosts」(ブロックリストにあるホスト) のリストで定義さ
れているリレー経由で配信されているか、「Blacklisted Senders」(ブロックリスト
にある送信者) リストまたは「Blacklisted Senders (per-user)」(ブロックリストにあ
る送信者(ユーザーごと)) リストで定義されている Envelope From アドレスを持って
いる場合
■

■

■

メッセージは「Blacklisted」(ブロックリストに含まれている) という理由で隔離
されます。
メッセージはブロックリストにあるアドレスからのメッセージであることを示す
マークがメッセージログに追加されます。
メッセージ処理が停止します。

関連概念
PureMessage のデフォルトリストについて（160ページ）
エンドユーザーのリストを管理する（197ページ）
リスト（?ページ）
パート 4: 外部ホスト、スパムスコア
ポリシースクリプトの 4番目の部分では、デフォルトのポリシーフィルタ （外部ホス
ト、リスト) に渡されたメッセージにスパムスコアを適用します。以下の Manager の画
像には、外部ホストからのメッセージに対するスパムスコアルールとアクションを、ど
こで編集するかが示されています。ポリシーのこの部分に関して、順番に以下で説明し
ます。

説明:
ポリシースクリプトのこの部分に到達するメッセージは、外部ホストからのメッセージ
で、ウイルスやさまざまな PureMessage リスト (許可リスト、ブロックリスト、スパム
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検出免除) に含まれているかどうかについて既に検索されています。隔離または送信の
要件を満たしていない場合にのみ、メッセージはポリシースクリプトの「Spam
Probabilities」(スパムスコア) セクションに到達します。これらのメッセージはスパムの
質を調べるために以下のような特定の検索テストを受けます。
1. メッセージのスパムスコアが 50% 以上の場合
■

■

■

■

スパムスコアおよびメッセージ違反が発生したスパム検出ルールなど、検索の詳
細情報が記載された X-PerlMx-Spam ヘッダが追加されます (既に存在する場合
には内容が変更されます)。
メッセージのコピーが「Spam」(スパム) という理由で隔離ディレクトリに書き込
まれます。
メッセージがスパムと考えられることを示すマークがメッセージログに追加され
ます。
メッセージの件名ヘッダには PMX: というテキストが接頭辞として付き、メッセー
ジのスパムスコアが 50% を超えた場合は 10% ごとに # という記号が 1つずつ追加
されます。

■

メッセージは配信されます。

■

メッセージ処理が停止します。

2. それ以外の場合
■

■

■

■

スパムスコアおよびメッセージ違反が発生したスパム検出ルールなど、検索の詳
細情報が記載された X-PerlMx-Spam ヘッダが追加されます (既に存在する場合
には内容が変更されます)。
メッセージは配信されます。
メッセージが正常なメールであることを示すマークがメッセージログに追加され
ます。
メッセージ処理が停止します。

関連概念
スパム検出（395ページ）
隔離管理（408ページ）
デフォルトの PureMessage のポリシースクリプト
これは PureMessage に対して有効に設定されているデフォルトのポリシーです。Sieve
コードを参照するには、PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブにある「see
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the source」(ソースを参照) をクリックします。Sieve コードを直接編集するに
は、/opt/pmx/etc にある policy.siv ファイルを開きます。
require "PureMessage";
# The 'pmx-test-mark' command is needed for the sample messages sent
# by the pmx-test program to be recognized.For sites running with
# high-mail volumes it might be a good idea to disable this action as
# it prevents the relay tests from running as early as they otherwise
# could.See 'perldoc pmx-policy' for details about this command.
pmx_test_mark;
# Mark the subject (for both incoming and outgoing messages)
pmx_mark "S" "%%SUBJECT:h_utf8%%";
# attr NAME=Mail from internal hosts
if pmx_relay :memberof "internal-hosts" {
# The 'pmx-mlog-watch' depends on this to know which messages
# are outgoing and which are not.
pmx_mark1 "i";
# attr NAME=Check for mail containing viruses
if pmx_virus {
# attr LICENSE=PureMessage::Policy::Virus
# attr NAME=Allow unscannable messages to pass through
if pmx_virus_cantscan {
pmx_replace_header :index 0 "X-PMX-Virus" "Unscannable";
pmx_replace_header :index 0 "Subject" "[POTENTIAL VIRUS] %%SUBJECT%%";
pmx_mark "pmx_reason" "Unscannable";
}
# attr NAME=Reject mail containing viruses
else {
pmx_mark "pmx_reason" "Virus";
reject "One or more viruses (%%VIRUS_IDS%%) were detected in the
message.";
stop;
}
}
}
# attr NAME=Mail from external hosts
else {
pmx_add_header "X-PMX-Version" "%%PMX_VERSION%%";
pmx_mark "Size" "%%MESSAGE_SIZE%%";
# attr NAME=Quarantine blocked IP addresses (Sophos Blocklist)
if pmx_blocklist {
pmx_mark "pmx_reason" "Block List";
pmx_quarantine "Blocked";
stop;
}
# attr NAME=Check for mail containing viruses
if pmx_virus {
# attr LICENSE=PureMessage::Policy::Virus
# attr NAME=Allow unscannable messages to pass through
if pmx_virus_cantscan {
pmx_replace_header :index 0 "X-PMX-Virus" "Unscannable";
pmx_replace_header :index 0 "Subject" "[POTENTIAL VIRUS] %%SUBJECT%%";
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pmx_mark "pmx_reason" "Unscannable";
}
# attr NAME=Quarantine mail containing viruses
else {
pmx_mark "pmx_reason" "Virus";
pmx_quarantine "Virus";
stop;
}
}
# attr NAME=Quarantine mail containing suspicious attachments
if pmx_suspect_attachment :tft {
pmx_mark "pmx_reason" "Suspect";
pmx_quarantine "Suspect";
stop;
}
# attr NAME=Deliver mail from whitelisted hosts and senders
if anyof(pmx_relay :memberof "whitelisted-hosts",
address :all :memberof "From" "whitelisted-senders",
envelope :memberof "From" "whitelisted-senders",
address :all :memberof "From" "whitelisted-senders-per-user",
envelope :memberof "From" "whitelisted-senders-per-user")
{
pmx_mark "pmx_reason" "Allow List";
keep;
stop;
}
# attr NAME=Deliver mail to anti-spam opt-outs
if envelope :memberof "to" "anti-spam-optouts" {
pmx_mark "pmx_reason" "Opt Out";
keep;
stop;
}
# attr NAME=Quarantine mail from blacklisted hosts and senders
if anyof(pmx_relay :memberof "blacklisted-hosts",
address :all :memberof "From" "blacklisted-senders",
envelope :memberof "From" "blacklisted-senders",
address :all :memberof "From" "blacklisted-senders-per-user",
envelope :memberof "From" "blacklisted-senders-per-user")
{
pmx_mark "pmx_reason" "Block List";
pmx_quarantine "Blacklisted";
stop;
}
# import levels here
# attr NAME=Copy to quarantine and deliver if spam probability is 50% or
more
if not pmx_spam_prob :under 50 {
pmx_replace_header :index 0 "X-PMX-Spam" "Gauge=%%SGAUGE%%%%IGAUGE%%,
Probability=%%PROB%%, Report='%%HITS%%'";
pmx_mark "pmx_reason" "Spam";
pmx_file "Spam";
pmx_replace_header :index 0 "Subject" "[SPAM:%%GAUGE%%] %%SUBJECT%%";
stop;
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}
# attr NAME=Add X-Header and deliver messages
else {
pmx_mark "pmx_reason" "Legitimate";
pmx_replace_header :index 0 "X-PMX-Spam" "Gauge=%%SGAUGE%%%%IGAUGE%%,
Probability=%%PROB%%, Report='%%HITS%%'";
stop;
}
}

用語
Sieve（539ページ）
3.5.1.2 ポリシールール
ポリシーはルールによって構成され、ルールはテストとアクションで構成されていま
す。
リストとは、ポリシールール内で異なる処理が必要なドメインまたはアドレスを設定す
るのに使用されます。
アドレスマップはメールアドレスを相互に関連付けます。これは、作成される通知
(「Quarantine Digests」(隔離ダイジェストメール) など) の送信先を変更したり、ユー
ザーのメール設定を (EUWI での使用のために) 他のアカウントへ割り当てることを目的
とします。
リストおよびマップをコマンドラインから設定するのに使用されるアプリケーションお
よび設定ファイルは以下のとおりです。
■

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-list:リストを操作するユーティリティ。
/opt/pmx/bin/pmx-ldap-sync:/opt/pmx/bin/pmx-ldap-sync : LDAP サービスか
らリストまたはマップを作成します。
/opt/pmx/bin/pmx:標準のリストまたはマップ、PureMessage の管理グループのメ
ンバーのリストを CDB リストまたはマップにコンパイルします。
設定ファイルに関連するリストおよびマップ
— /opt/pmx/etc/lists.conf:PureMessage で使用できる名前付きの事前定義さ
れたリストを宣言します。
— /opt/pmx/etc/multilists.conf:PureMessage で使用できる名前付きの多重
構造のリストを宣言します。
— /opt/pmx/etc/maps.conf:PureMessage で使用できる名前付きの事前定義され
たマップを宣言します。
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関連情報
pmx-list
pmx-ldap-sync
pmx-makemap
lists.conf
multilists.conf
maps.conf
テスト
テストによって定義されたメッセージの特徴によって、その特徴に一致した場合にアク
ションが実行されるようになります。1つのルールで複数のテストを設定できます。テ
ストのリストについては、「PureMessage Manager レファレンス」の「テストについ
て」、または「pmx-policy」の man ページをご覧ください。システム上でライセン
スのあるモジュールを確認するには、PureMessage Manager の「Support」(サポート)
タブで「View Licensed Components」(ライセンスのあるコンポーネントを参照) ペー
ジをご覧ください。
テストのコンポーネントは以下のとおりです。
■

■

■

「Message Characteristic」(メッセージの特徴): 添付ファイルの数または 8ビット文
字の割合などのテストされるメッセージのコンポーネントを指定します。
「Operator」(演算子): 指定したメッセージの特徴と指定したテスト式の間の比較方法
を定義します。たとえば、分析されているメッセージの特徴が添付ファイルの数であ
る場合、演算子は「Is over」(より大きい) または「Is under」(より小さい) などの数
値に関するテストを指定します。
「Test Expressions」(テストの式): メッセージの特徴と比較する値を指定します。

関連概念
テストについて（105ページ）
「Support」(サポート) タブ（278ページ）
関連情報
pmx-policy
アクション
アクションはルールの一部で、テストをパスしたメッセージに対するその後の処理方法
を規定しています。複数のアクションを指定できます。アクションのリストについて
は、「PureMessage Manager レファレンス」の「アクションについて」、または
「pmx-policy」の man ページをご覧ください。システム上でライセンスのあるモ
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ジュールを確認するには、PureMessage Manager の「Support」(サポート) タブで「View
Licensed Components」(ライセンスのあるコンポーネントを参照) ページをご覧くださ
い。
関連概念
テスト（?ページ）
アクションについて（122ページ）
「Support」(サポート) タブ（278ページ）
関連情報
pmx-policy
リスト
リストとは、ポリシールール内で異なる処理が必要なドメインまたはアドレスを設定す
るのに使用されます。たとえば、デフォルトの PureMessage ポリシーでは、最初のルー
ルによって、メッセージリレーが「Internal Hosts」(内部ホスト) リスト内に設定された
リレーであるかどうかが確認されます。
各リストのメンバーに対して異なるメッセージ処理をするには、新しいリストを追加し
てから、ポリシースクリプト内に適用します。たとえば、スパムの確率が 50% 以上のス
パムヘッダを持つメッセージを受信したユーザーのリストを作成するには、カスタムリ
ストを作成 (または既存のリストを選択) してから、受信者がそのリストのメンバーの場
合にのみヘッダを追加するようにルールを作成します。
「Recipient's address」(受信者のアドレス) や「Envelope to」(受信者) などのメッセー
ジの特徴では、「Is a member of」（～のメンバーである）および「Is not a member
of」(～のメンバーではない) という一致演算子をオプションで使用できます。新しいリ
ストが作成されると、「Is a member of」（～のメンバーである）および「Is not a
member of」(～のメンバーではない) という一致演算子を含んだテストを設定する際に
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は、ポリシーコンストラクタのドロップダウンリストでこれらのオプションを選択でき
るようになります。
注:
リスト内のすべてのアイテムは個別に評価されるため、リスト内のアイテムの順序は
問題になりません。
注:
PureMessage では LDAP ベースのリストおよびマップの作成はサポートされています
が、これらのリストとマップは読み取り専用であるため、編集するには LDAP ツール
を使用する必要があります。
関連概念
メッセージの特徴（?ページ）
演算子（?ページ）
PureMessage のデフォルトリストについて（160ページ）
関連タスク
リストまたはマップを作成する（154ページ）
リストまたはマップをテストする（166ページ）
関連情報
lists.conf
アドレスマップ
アドレスマップはメールアドレスを相互に関連付けます。これは、PureMessage によっ
て作成される通知 (「Quarantine Digests」(隔離ダイジェストメール) など) の送信先を
変更したり、ユーザーのメールの環境設定を (EUWI での使用のために) 他のアカウント
へ割り当てることなどを目的とします。
デフォルトのアドレスマップ (「Notifications Address Map」(通知アドレスマップ) お
よび「Recipient Aliases Map」(受信者のエイリアスマップ)) は自動的に入力されます。
ポリシースクリプトに明示的には入力されません。これらのマップを使用するには、必
要な値をマップに追加します。カスタムアドレスマップはポリシールールから入力する
必要があります。
PureMessage はアドレスマップの内容を一番上から一番下まで順番に処理します。マッ
プ内で 2つのマッピングが同じアドレスに適用されている場合、最初のマッピングが使
用されます。たとえば、最初のエントリがsales*@example.comをjoe@example.com
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にマッピングし、2番目のエントリは saleslocal@example.com を
mary@example.com にマッピングするような例の場合、「sales」で始まるアドレス
のすべてのメッセージは Mary ではなく Joe にマッピングされることになります。
PureMessage は 2つのアドレスマップで配信されます。
■

「Notifications Address Map」(通知アドレスマップ) :PureMessage Manager の
「Quarantine」(隔離) タブまたは「Policy」(ポリシー) タブからアクセスするか、
PureMessage インストールディレクトリのルートの下の etc ディレクトリにある
notifications ファイルを編集してアクセスできます。
注:
/opt/pmx/etc/notifications ファイルは共有リソースです。このファイルを
編集する場合、以下のコマンドで (pmx user として実行して) データベースと同期
させる必要があります。
pmx-profile sync-to-db --resource=notifications --force

「Notifications Address Map」(通知アドレスマップ) によって、PureMessage の通
知 (隔離ダイジェストやウイルス通知など) はメッセージの元の受信者からマップで指
定された受信者へ転送されます。たとえば、sales@example.com というアドレス
が joe@example.com というユーザーによって管理される必要があるとします。
sales@example.com を joe@example.com にマッピングする「Notifications
Address Map」(通知アドレスマップ) 内のエントリを作成することによって、
PureMessage で生成された sales@example.com 宛てのメッセージは
joe@example.com に送信されることになります(ただし、「Notifications Address
Map」(通知アドレスマップ) は隔離ダイジェストとは統合されていない点にご注意く
ださい。統合の手順については、隔離マネージャに関する章の「隔離ダイジェストを
統合する」をご覧ください)。
■

「Recipient Aliases Map」(受信者のエイリアスマップ): 「Recipient Aliases Map」(受
信者のエイリアスマップ): PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブからア
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クセスするか、PureMessage インストールディレクトリのルートの下の etc ディレ
クトリにある recipient-aliases ファイルを編集してアクセスできます。
注:
/opt/pmx/etc/recipient-aliases ファイルは共有リソースです。このファイ
ルを編集する場合、以下のコマンドで (pmx user として実行して) データベースと
同期させる必要があります。
pmx-profile sync-to-db --resource=recipient-aliases --force

「Recipient Aliases Map」(受信者のエイリアスマップ) は、ユーザー設定 (ユーザー
に個別の許可リストおよびブロックリストや、End User Web Interface でのメッセー
ジの参照など) を適用する目的でメッセージの元の受信者を別の受信者で置き換えま
す。 たとえば、feedback@example.com が karen@example.com というユーザー
によって管理されている場合、karen@example.com に関連するユーザー設定を
feedback@example.com というアドレスに割り当てるために受信者のエイリアス
マップを使用できます。ここでは実際の受信者のアドレスは変更されません (つまり、
メッセージは feedback@example.com に配信されます) が、メッセージを処理する
際には PureMessage のポリシーが karen@example.com に関するユーザー設定を使
用します。
受信者のエイリアスのマッピングがユーザーに対して有効にになっている場合、EUWI
（End User Web Interface） (または PureMessage Manager の「Quarantine」(隔離)
タブにある「End User Whitelist」(エンドユーザーの許可リスト) および「End User
Blacklist」(エンドユーザーのブロックリスト)) で作成された、ユーザーに個別の許可
リストおよびブロックリストのエントリは、ソースではなく、受信者のエイリアス
マップの送信先にのみ適用されます。たとえば、feedback@example.com は
karen@example.com にマップされます。feedback@example.com に対する「End
User Blacklist」(エンドユーザーブロックリスト) と「End User Whitelist」(エンドユー
ザー許可リスト) のエントリは無視されますが、代わりに karen@example.com の
ユーザー設定が適用されます。また、karen@example.com は、
feedback@example.com へのメッセージを End User Web Interface で参照できま
す。
マップへの内容の追加またはカスタムマップの設定については、「リストまたはマップ
を作成する」をご覧ください。また、メールアドレス、ホスト名、および IP アドレスの
照合については、「演算子」および「ワイルドカードの使用」のセクションをご覧くだ
さい。
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関連概念
エンドユーザー管理（431ページ）
ポリシールール（365ページ）
ダイジェスト設定（418ページ）
演算子（?ページ）
ワイルドカードの使用法（?ページ）
関連タスク
リストまたはマップを作成する（154ページ）
リストを編集する（164ページ）
リストまたはマップをテストする（166ページ）
関連情報
maps.conf
CDB リストおよびマップ
PureMessage では、リストおよびマップを CDB 形式でサポートしています。デフォル
トのテキスト形式ではメモリの過剰な使用と処理の遅れが発生する可能性があります
が、このオンディスク形式はサイズの大きなリストおよびマップ (5,000 エントリ以上)
に対して役立ちます。
リストまたはマップを CDB 形式に変換するには
1. リストまたはマップの設定ファイルを手動で変換します。「source = file:」を
「source = cdbfile:」に置き換えます。CBD リストおよびマップの match_type
は、「is」または「mail-parts」のいずれかである必要があります。とえば、
pmx/etc/lists.conf では以下のようになります。
<list internal-hosts>
name = "Internal hosts"
description = "Relay hosts regarded as internal"
precious = yes
source = cdbfile:internal-hosts
match_type = is
</list>

pmx/etc/maps.conf では以下のようになります。
<map notifications>
name = "Notifications address map"
description = "Notifications about messages processed by
PureMessage..."
source = cdbfile:notifications

372 | 管理者レファレンス | PureMessage for UNIX

match_type = mail-parts
</map>

注:
「mail-parts」照合タイプでは、正規表現またはワイルドカードを受け入れない簡
易なサブ文字列を照合します。下記に例を示します。
someuser@example.com
someuser
@example.com

@ 記号なしで、リストのエントリはユーザー名を照合します (ドメイン名を無視しま
す)。
2. リストまたはマップが match_type の使用ではサポートされていない構文を含んで
いないことを確認してください。
3. pmx-makemap を使用して、CDB ファイルをコンパイルします。
pmx-makemap --all

セントラルサーバーからのリストおよびマップが複数サーバー配置のエッジサーバーと
同期している場合 (pmx-profile またはパブリケーションを使用)、同期後に
pmx-makemap を使用してローカルで CDB リストをコンパイルするように、スケジュー
ルされたジョブを作成するか、既存のジョブを変更する必要があります。たとえば、
resource-sync というスケジュールされたジョブは以下のように変更可能です。
pmx-profile sync-from-db --clean; pmx-makemap --all

resource-sync ジョブはセントラルサーバーでファイルが変更されている場合にのみ
ファイルと同期し、pmx-makemap はローカルファイルが変更されている場合にのみコ
ンパイルを実行します。
関連概念
パブリケーションを管理する（271ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-makemap
pmx-profile
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ポリシーリポジトリ
「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) は PureMessage ポリシースクリプトに追加
可能な Sieve ルールを保管します。デフォルトで、リポジトリには多数の汎用コードが
含まれており、PureMessage ポリシーに対してコピーして貼り付けることができます。
反対に、コードは PureMessage ポリシーからルールをクリップボードにコピー/貼り付
けをするか、コマンドラインから Sieve ファイルに追加することで「Policy Repository」
(ポリシーリポジトリ) に追加できます。「Policy Repository」(ポリシーリポジトリ) を
使用して完全版の Sieve スクリプトおよびコードを保存できます。コードでの作業の詳
細については、「PureMessage Manager レファレンス」の「リポジトリを管理する」を
ご覧ください。
関連概念
リポジトリを管理する（143ページ）
関連情報
pmx-policy
用語
Sieve（539ページ）
LDAP 経由でリストおよびマップにエントリと追加する
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) はオンラインのディレクトリサービスに
アクセスするためのオープン標準プロトコルです。ディレクトリサービスとは組織内の
ユーザーおよびリソースに関する情報の構造化されたリポジトリです (名前とメールア
ドレスのリストなど)。LDAP は TCP/IP 上で実行されるこれらのディレクトリサービス
のアップデートおよび検索に関するプロトコルを定義します。LDAP ディレクトリの設
定については、以下のリソースをご覧ください。
■

■

LDAP RFC 1777、RFC (Request for Comments) のドキュメント
OpenLDAP.org、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) のオープンソース実
装

pmx-ldap-sync プログラムを使用して、既存の LDAP ディレクトリサービスと
PureMessage リスト (許可リストやブロックリストなど) またはマップを同期します。コ
マンドラインで指定されたオプションによって、pmx-ldap-sync プログラムは、LDAP
ディレクトリサービスから Flat-File または Berkeley データベースを作成します。Perl の
正規表現を使用してリストの内容を評価し、特定の条件に基づいてフィルタリングを行
います。pmx-ldap-sync プログラムはスケジュールされたジョブとして Manager から
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実行可能です。詳細については、「PureMessage Manager レファレンス」の「スケジュー
ルされたジョブを管理する」をご覧ください。
重要 :
Sophos では、LDAP での上級の設定およびクエリ操作の経験のある管理者のみが
pmx-ldap-syncプログラムを使用することを強くお勧めします。また、管理者は Perl
および正規表現について十分な知識がある必要があります。LDAP ディレクトリサー
ビスにアクセスして、LDAP クエリを書き込むことは、Sophos PureMessage のサポー
ト範囲には含まれていません。
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
LDAP RFC 1777
OpenLDAP.org
pmx-ldap-sync
3.5.1.3 ポリシーをカスタマイズする
PureMessage のポリシー設定は企業の必要に応じて簡単にカスタマイズできます。ポリ
シーをカスタマイズする場合には、以下の事項に関して確認してください。
■

■

■

■

バックアップ:ポリシーを編集する前に現在のポリシーのバックアップを行うこと強く
お勧めします。
変更を確定する:PureMessage Manager を使用してポリシーを変更する際には、ポリ
シーをテストまたは有効にする前に変更を「commit」(確定) する必要があります。
ルールの順序:ルールは設定された順序で処理されます。メッセージがルール内の
「stop」(停止) アクションを実行させた場合は、メッセージはそれ以上処理されませ
ん。このため、ルールの順序と「stop」(停止) アクションの配置がポリシーの効率に
影響を与えます。
テストする:ポリシーを有効にする前にポリシーのテストを実行することをお勧めしま
す。

/opt/pmx/bin/pmx-policy のファイルは、PureMessage ポリシーエンジンへのイン
ターフェースとして機能します。
関連概念
ポリシーのバックアップおよび復元を行う（393ページ）
ポリシーを編集する（104ページ）
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ポリシーをテストする（393ページ）
関連タスク
ポリシーを設定して配布する（?ページ）
関連情報
pmx-policy
例:不快な表現についてメッセージを確認する
不適切な通信による負荷を低減させるポリシーを実装するルールを設定できます。以下
のルールでは、内部ソースが送信元のメッセージについて不快な表現の定義済みリスト
に対照させて確認を行い、不快な表現を含むメッセージをすべて隔離します（この例で
はデフォルトの PureMessage ポリシー設定を使用していることを前提としています)。
「Offensive Words」(不快な表現) のリストは、企業における通信において許容できな
い内容と通常考えられる数百の語句で事前に定義されています。「Offensive Words」
（不快な表現）のリストを使用するルールを作成する前に、リストの内容を確認して、
組織に特有な語句を追加し、適用されない語句は削除します。
以下のテストでは PureMessage Policy バンドルの一部である「Message contains word
or phrase」(特定の語句を含むメッセージ) テストを使用します。Policy モジュールのラ
イセンスがない場合、「Offensive Words」(不快な表現) のリストも使用し、Anti-Spam
ライセンスに含まれている、「Message has offensive content」(不快な表現の内容を
持つメッセージ) のテストを使用します。
PureMessage Manager を使用して「不快な表現についてメッセージを確認する」ルール
を作成するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバー上にある「Backups」(バックアップ) という
テキストの横にある「Create」(作成) リンクをクリックします。
現在のポリシーのバックアップが作成されます。現在の日付と時刻を記録したバッ
クアップエントリがサイドバーの「Backups」(バックアップ) セクションに表示さ
れます。
2. PureMessage には不快な語句の定義済みのリストが含まれています。このリストの
内容を参照するには、「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーの「Lists」(リスト)
セクションにある「Offensive Words」(不快な表現) をクリックします。
3. 現在のポリシーを表示するには、「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある
「Policy Rules」(ポリシールール) をクリックします。
4. 「Mail from internal hosts」(内部ホストからのメール) をクリックします。
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5. 「add rule」(ルールを追加) リンク (「Execute actions and rules」(アクションおよ
びルールを実行) の横) をクリックします。これによって PureMessage ポリシーの
「Internal Hosts」(内部ホスト) セクションの下に新しいルールが作成されます。
a. テストを設定する
1. 「(New Rule)」(新しいルール) のテキストを「Check for Offensive
Word」(不快な表現についてメッセージを確認する) に変更します。
2. 「Tests」(テスト) のドロップダウンリストから、「Message contains word
or phrase」(特定の語句を含むメッセージ) を選択します。「Is a member
of」(～のメンバーである) を演算子として選択して、「Offensive Words」
(不快な表現) を使用可能なリストから選択します。
b. アクションを設定する
1. 「add action」(アクションを追加) をクリックします。これによってアクショ
ン設定テンプレートが作成されます。
2. 「Execute actions and rules」(アクションおよびルールを実行) のドロップ
ダウンリストで、「Quarantine the message」(メッセージを隔離) を選択し
ます。
3. 「(Quarantine Reason)」(隔離の理由) の右側にあるテキストボックスに
「Offensive Word」と入力します。
4. 2番目のルールのドロップダウンリストで、「Stop processing」(処理を停
止) を選択します。
c. 「Save」(保存) をクリックします。
d. 「Commit」(確定) リンクをクリックして、使用中のポリシースクリプトをアッ
プデートします。PureMessage によって Milter が古い設定で実行されているこ
とを知らせるメッセージが表示されます。Milter は再起動しないでください。
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6. 新しいポリシーをテストする:Milter が再起動されていないため、元のポリシーが使
用されています。このため、新しいポリシーは「ライブ」に設定せずにテストでき
ます。
a. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Current Policy」(現在のポ
リシーをテストする) をクリックします。
b. メッセージのソーステキストボックスに「adult site」と入力します(デフォ
ルトのリレータイプは通常必要になる「Internal」(内部) です)。
c. 「Test」(テスト) をクリックします。テストの実行およびテストの結果が表示さ
れます。テストメッセージの「Delivery Actions」(配信アクション) は
「quarantine: Offensive Word」(隔離: 不快な表現) であることにご注意くださ
い。
7. 新しいポリシーで問題ない場合、「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックして
Milter を再起動し、新しいポリシーをライブに設定します。元のポリシーを復元する
場合、バックアップのリンクをクリックして、「OK」をクリックします。
ポリシースクリプト
ポリシースクリプトを編集して不快な表現についてメッセージを確認するルールを作成
するには
if pmx_virus {
# attr NAME=Allow unscannable messages to pass through
if pmx_virus_cantscan {
keep;
stop;
}
reject "One or more viruses were detected in the message.";
stop;
}
# attr NAME=Check for Offensive Words
elsif pmx_phrase :memberof ["offensive-words"] {
pmx_quarantine "Offensive Word";
stop;
}

コマンドラインからのポリシースクリプト変更の詳細については、ポリシースクリプト
のチュートリアルをご覧ください。
関連概念
デフォルトの PureMessage ポリシー（356ページ）
リスト（?ページ）
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
PureMessage のデフォルトリストについて（160ページ）
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ポリシーをテストする（393ページ）
ポリシースクリプトのチュートリアル（465ページ）
関連タスク
ポリシーのバックアップを作成および復元する（102ページ）
例:送信メッセージに企業情報を追加する
送信メッセージに標準のタグの行を追加して含めることは、企業のメールメッセージで
は一般的です。以下のルールでは、外部のアドレスに送られるメッセージには指定した
情報を自動的に追加し、社内のアドレス間でのメッセージには何も追加されません(この
例ではデフォルトの PureMessage ポリシー設定を使用していることを前提としていま
す)。
PureMessage Manager を使用して送信メッセージに企業情報を追加するには
1. まず、内部メールシステムのすべてのユーザーのメールアドレスを含むリストを作
成します。
a. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Lists」(リスト) の横の「New」
(新規) をクリックします。「Add List/Map」(リスト/マップを追加) のページが
表示されます。
b. 「Type」(タイプ) のドロップダウンリストから「List」(リスト) を選択します。
c. 「ID」テキストボックスに「Local」と入力します。
d. 「Name」(名前) テキストボックスに「Local Users」(ローカルユーザー) と入
力します。
e. 「Description」(説明) のテキストボックスに、「Company email addresses」
(会社のメールアドレス) と入力します。
f. 「Match Type」(一致タイプ) で「Exact」(完全一致) を選択します。
g. 「Save」(保存) をクリックします。リストへのアイテムの追加が要求されます。
「here」(ここ) をクリックして「Edit List」(リストの編集) ページを表示します。
h. 「Add Items」(アイテムの追加) のテキストボックスに追加が必要なメールアド
レスを入力します。各エントリを別々の行に入力してください。
i. 「Add」(追加) をクリックします。メールアドレスは「List Items」(リストアイ
テム) の下に含まれます。
2. 次に、外部のすべてのメール受信者にフィードバックを依頼するタグ行を追加する
ポリシーを作成します。
a. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Backups」(バックアップ) の横
の「Create」(作成) をクリックします。現在のポリシーのバックアップが作成さ

PureMessage for UNIX | 管理者レファレンス | 379

れます。現在の日付と時刻を記録したバックアップエントリがサイドバーの
「Backups」(バックアップ) セクションに表示されます。
b. 「Policy」(ポリシー) タブで「Mail from internal hosts」(内部ホストからのメー
ル) ルールをクリックします。
c. 「add rule」(ルールを追加) (「Execute actions and rules」(アクションおよび
ルールを実行) の横) をクリックします。これによって PureMessage ポリシーの
「Internal Hosts」(内部ホスト) セクションの下に新しいルールが作成されます。
1. テストを設定する
a. 「(New Rule)」(新規ルール) というテキストを「Add message inviting
feedback」(フィードバックの依頼メッセージを追加) に変更します。
b. 「Tests」(テスト) のドロップダウンリストから「Recipient's address」
(受信者のアドレス) を選択します。演算子に「Is not a member of」(～
のメンバーではない) を選択し、使用可能なリストから「Local Users」
(ローカルユーザー) を選択します。
2. アクションを設定する
a. 「add action」(アクションを追加) をクリックします。これによってアク
ション設定テンプレートが作成されます。
b. 新しい「Execute actions and rules」(アクションおよびルールを実行) の
ドロップダウンリストで「Add Banner」(バナーの追加) を選択します。
c. アクションのドロップダウンリストの右側にある「Arguments」(引数)
ボタンをクリックします。
d. 「Append banner to message body」(メッセージの本文にバナーを追加)
チェックボックスを選択します。
e. 「Data_type」テキストボックスで「Filename」(ファイル名) を選択し
ます。
f. テキストエディタを使用して以下を含むファイルを作成して保存します。
At Acme, we are always looking for ways to serve you better.
We encourage you to send any questions or comments to
"feedback@acme.com" or call our customer service department
at
1-800-000-0000.

g. 「File or string」(ファイルまたは文字列) のテキストボックスに以前の手
順で作成されたファイルへのパスを入力します。「OK」をクリックしま
す。
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h. 2番目のルールのドロップダウンリストで、「Stop processing」(処理を
停止) を選択します。
3. 「Save」(保存) をクリックします。

4. 「Commit」(確定) リンクをクリックして、使用中のポリシースクリプトを
アップデートします。PureMessage によって Milter が古い設定で実行されて
いることを知らせるメッセージが表示されます。Milter を再起動しないでく
ださい (変更をライブに設定せずにテストできるようにするため)。
d. 新しいポリシーをテストする:Milter が再起動されていないため、元のポリシーが
使用されています。このため、新しいポリシーは「ライブ」に設定せずにテスト
できます。
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Current Policy」(現在
のポリシーをテストする) をクリックします。
2. 「Envelope from」(送信者) のテキストボックスに送信者のメールアドレス
を入力します。
3. 「Envelope to」(受信者) のテキストボックスに「Local Users」(ローカル
ユーザー) のリストに含まれていないメールアドレスを入力します。
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4. 「Test」(テスト) をクリックします。テストの実行およびテストの結果が表
示されます。「Details」(詳細) ウィンドウには、 「Mail from internal hosts」
(内部ホストからのメール) および「Add message inviting feedback」(フィー
ドバックの依頼メッセージを追加) に「POLICY RULE HIT」(ポリシールール
に一致) エントリがあり、バナーが追加されたことを示す「POLICY ACTION」
(ポリシーアクション) エントリがあることにご注意ください。
e. 新しいポリシーで問題ない場合、「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックし
て Milter を再起動し、新しいポリシーをライブに設定します。元のポリシーを復
元する場合、バックアップのリンクをクリックして、「OK」をクリックします。
ポリシースクリプト
ポリシースクリプトを編集して送信メッセージに企業情報を追加するには
if pmx_virus {
# attr NAME=Allow unscannable messages to pass through
if pmx_virus_cantscan {
keep;
stop;
}
reject "One or more viruses were detected in the message.";
stop;
}
# attr NAME=Add message inviting feedback
elsif not address :all :memberof :comparator "i;ascii-casemap" ["to",
"cc",
"bcc"]
["Local"]
{
pmx_add_banner :body :file "/opt/pmx/home/banner.txt";
stop;
}

コマンドラインからのポリシースクリプト変更の詳細については、ポリシースクリプト
のチュートリアルをご覧ください。
関連概念
デフォルトの PureMessage ポリシー（356ページ）
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
ポリシーをテストする（393ページ）
ポリシースクリプトのチュートリアル（465ページ）
関連タスク
ポリシーのバックアップを作成および復元する（102ページ）
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例:ユーザーグループからのメッセージをアーカイブする
一部のメールタイプの通信内容に関しては、社内の特定のアドレスまたはアドレスグ
ループが送信元のメッセージをすべてアーカイブして保守することが望ましいことがあ
ります。以下のルールは、指定されたリストのメンバーによって送信されたすべての
メッセージのコピーを作成し、アーカイブのために隔離ディレクトリに送信します（こ
の例ではデフォルトの PureMessage ポリシー設定を使用していることを前提としてい
ます)。
PureMessage Manager を使用してユーザーグループからのメッセージをアーカイブする
には
1. まず、アーカイブが必要なユーザーグループのメールアドレスを含んだリストを作
成します。
a. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Lists」(リスト) の横の「New」
(新規) をクリックします。「Add List/Map」(リスト/マップを追加) のページが
表示されます。
b. 「Type」(タイプ) のドロップダウンリストから「List」(リスト) を選択します。
c. 「ID」テキストボックスに「lgl」と入力します。
d. 「Name」(名前) のテキストボックスに「Legal」と入力します。
e. 「Description」(説明) のテキストボックスに、「Email addresses of Legal
Department employees」(法務部の従業員のメールアドレス) と入力します。
f. 「Match Type」(一致タイプ) で「Exact」(完全一致) を選択します。
g. 「Save」(保存) をクリックします。リストへのアイテムの追加が要求されます。
「here」(ここ) をクリックして「Edit List」(リストの編集) ページを表示します。
h. 「Add Items」(アイテムの追加) のテキストボックスに追加が必要なメールアド
レスを入力します。各エントリを別々の行に入力してください。
i. 「Add」(追加) をクリックします。メールアドレスは「List Items」(リストアイ
テム) の下に含まれます。
2. 次に、「Legal」(法務) リストで指定されたユーザーグループからのメールをアーカ
イブするポリシーを作成します。
a. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Rules」(ポリシールール)
をクリックして現在のポリシーを表示します。
b. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Backups」(バックアップ) の横
の「Create」(作成) をクリックします。現在のポリシーのバックアップが作成さ
れます。現在の日付と時刻を記録したバックアップエントリがサイドバーの
「Backups」(バックアップ) セクションに表示されます。
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c. 「Policy」(ポリシー) タブで「Mail from internal hosts」(内部ホストからのメー
ル) ルールをクリックします。
これによって PureMessage ポリシーの「Internal Hosts」(内部ホスト) セクショ
ンの下に新しいルールが作成されます。
1. テストを設定する
a. 「add rule」(ルールを追加) (「Execute actions and rules」(アクション
およびルールを実行) の横) をクリックします。これによってPureMessage
ポリシーの「Internal Hosts」(内部ホスト) セクションの下に新しいルー
ルが作成されます。
b. 「(New Rule)」(新しいルール) のテキストを「Archive Messages from
Legal」(法務部からのメッセージをアーカイブ) に変更します。
c. 「Tests」(テスト) のドロップダウンリストから「Envelope from」(送信
者) を選択します。「Is a member of」(～のメンバーである) を演算子と
して選択して、「Legal」(法務) を使用可能なリストから選択します。
2. アクションを設定する
a. 「add action」(アクションを追加) をクリックします。これによってアク
ション設定テンプレートが作成されます。
b. 「Execute actions and rules」(アクションおよびルールを実行) のドロッ
プダウンリストで、「Copy the message to quarantine」(隔離ディレク
トリへメッセージをコピー) を選択します。
c. 「(Quarantine Reason)」(隔離の理由) の右側にあるテキストボックスに
「Legal Archive」と入力します。
d. 2番目のルールのドロップダウンリストで、「Stop processing」(処理を
停止) を選択します。
3. 「Save」(保存) をクリックします。
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4. 「Commit」(確定) リンクをクリックして、使用中のポリシースクリプトを
アップデートします。PureMessage によって Milter が古い設定で実行されて
いることを知らせるメッセージが表示されます。Milter を再起動しないでく
ださい (変更をライブに設定せずにテストできるようにするため)。
d. 新しいポリシーをテストする:Milter が再起動されていないため、元のポリシーが
使用されています。このため、新しいポリシーは「ライブ」に設定せずにテスト
できます。
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Current Policy」(現在
のポリシーをテストする) をクリックします。
2. 「Envelope from」(送信者) のテキストボックスに、「Legal」(法務) リスト
に追加されたメールアドレスの 1つを入力します。
3. メッセージのソーステキストボックスで、デフォルトのテキストをテストメッ
セージのテキストと置き換えます。
4. 「Test」(テスト) をクリックします。テストの実行およびテストの結果が表
示されます。結果として発生する配信のアクションは、「copy to quarantine」
(隔離ディレクトリへコピー) および「keep」(保持) の 2つであることにご注
意ください。「Details」(詳細) ウィンドウで、「Archive messages from
legal」(法務部からのメッセージをアーカイブ) に対しては「POLICY RULE
HIT」(ポリシールールに一致) のエントリおよび「POLICY ACTION」(ポリシー
アクション) のエントリがあり、メッセージのコピーが隔離ディレクトリに
収容されていることを示していることに注意ください。
注:
デフォルトでは、メッセージは 7日間隔離ディレクトリに隔離された後、
PureMessage によって /opt/pmx/home/archive ディレクトリに移動さ
れます。このアーカイブから不要なメッセージを手動で削除します。ただ
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し、隔離メッセージを管理する際には、アーカイブを目的として隔離ディ
レクトリにコピーされたメッセージをアーカイブ終了前に削除しないよう
にご注意ください。
e. 新しいポリシーで問題ない場合、「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックし
て Milter を再起動し、新しいポリシーをライブに設定します。元のポリシーを復
元する場合、バックアップのリンクをクリックして、「OK」をクリックします。
ポリシースクリプト
ポリシースクリプトを手動で編集してユーザーグループからのメッセージをアーカイブ
するには
if pmx_virus {
# attr NAME=Allow unscannable messages to pass through
if pmx_virus_cantscan {
keep;
stop;
}
reject "One or more viruses were detected in the message.";
stop;
}
# attr NAME=Archive messages from Legal
elsif envelope :comparator "i;ascii-casemap" :all :memberof ["from"]
["Legal"]
{
pmx_file "Legal Archive";
stop;
}

コマンドラインからのポリシースクリプト変更の詳細については、ポリシースクリプト
のチュートリアルをご覧ください。
関連概念
デフォルトの PureMessage ポリシー（356ページ）
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
隔離ディレクトリを管理する（180ページ）
ポリシーをテストする（393ページ）
ポリシースクリプトのチュートリアル（465ページ）
関連タスク
ポリシーのバックアップを作成および復元する（102ページ）
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例:偽の送信者からのメッセージを隔離する
一部のスパマーはメールアドレスを偽装して、受信者と同一のドメイン内の送信者から
メッセージが送信されているように見せかけます。たとえば、受信者は「XYZ」という
会社に勤務していて、会社でのメールアドレスは john@xyz.com です。スパマーは検
出を回避するために frank@xyz.com を装う可能性があります。
この手口に対する対策として、ポリシーの「Mail from external hosts」(外部ホストから
のメール) のセクションにルールを追加して、同一ドメインのメンバーであることを装っ
ている送信者からのメールをフィルタリングします。ルールでは外部からのメッセージ
に対して「Envelope from」(送信者) および「Sender」(送信者) の部分にあるドメイ
ン名についてテストします。指定したドメイン名を含むメッセージはすべて隔離されま
す。
注:
このテストでは、ドメインの正規メンバーが外部から自分のメールアカウントにアク
セスするには特定の認証手続きが必要であることを前提にしています。このため、ネッ
トワークの外部が送信元でありながら会社のドメインを含むアドレスは偽であること
になります。
PureMessage Manager を使用して偽の送信者からのメッセージを隔離するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Backups」(バックアップ) の横の
「Create」(作成) をクリックします。現在のポリシーのバックアップが作成されま
す。現在の日付と時刻を記録したバックアップエントリがサイドバーの「Backups」
(バックアップ) セクションに表示されます。
2. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Rules」(ポリシールール) を
クリックして現在のポリシーを表示します。
3. 「Mail from external hostss」(外部ホストからのメール) をクリックします。
4. 「add rule」(ルールを追加) (「Execute actions and rules」(アクションおよびルー
ルを実行) の横) をクリックします。新規ルールが追加されます。
a. テストを設定する
1. 「(New Rule)」(新しいルール) のテキストを「Check for fakesenders」
(偽の送信者を確認する) に変更します。
2. 「Tests」(テスト) のドロップダウンリストから「Sender's address」(送信
者のアドレス) を選択します。
3. 2番目のドロップダウンリストから「Matches」(一致) を選択します。
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

その次のテキストボックスに「**@xyz.com」と入力します。
「add test」(テストを追加) をクリックします。
ドロップダウンリストから「Envelope from」(送信者) を選択します。
2番目のドロップダウンリストから「Matches」(一致) を選択します。
その次のテキストボックスに「**@xyz.com」と入力します。
条件のドロップダウンリストから、「If ANY criteria are met」(いずれかの条
件が一致した場合) を選択します。

b. アクションを設定する
1. 「add action」(アクションを追加) をクリックします。これによってアクショ
ン設定テンプレートが作成されます。
2. 「Execute actions and rules」(アクションおよびルールを実行) のドロップ
ダウンリストで、「Quarantine the message」(メッセージを隔離) を選択し
ます。
3. 「(Quarantine Reason)」(隔離の理由) の右側にあるテキストボックスに
「Fake Sender」と入力します。
4. 「add action」(アクションを追加) をクリックします。
5. 2番目の「rules」(ルール) のドロップダウンリストで「Stop processing」(処
理を停止) を選択します。
6. 「Save」(保存) をクリックします。
c. ルールの順序を変更する
1. 「Cut」(切り取り) をクリックします。「Check for fake senders」(偽の送信
者を確認する) ルールが切り取られたことを示すメッセージがページ上部に
表示されます。
2. 「Clean mail containing viruses」(ウイルスを含むメールをクリーンアップ
する) というルールをクリックして選択します。
3. 「Paste」(貼り付け) をクリックします。「Check for fake senders」(偽の送
信者を確認する) のルールが「Check mail containing viruses」(ウイルスを
含むメールを確認する) ルールの下の新しい位置に表示されます。
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d. 「Commit」(確定) リンクをクリックして、使用中のポリシースクリプトをアッ
プデートします。PureMessage によって Milter が古い設定で実行されているこ
とを知らせるメッセージが表示されます。Milter は再起動しないでください。
5. 新しいポリシーをテストする:Milter が再起動されていないため、元のポリシーが使
用されています。このため、新しいポリシーは「ライブ」に設定せずにテストでき
ます。
a. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Current Policy」(現在のポ
リシーをテストする) をクリックします。「Test Current Policy」(現在のポリ
シーをテストする) ページが表示されます。
b. 「Select Relay Type」(リレータイプを選択) のドロップダウンリストから、
「External」(外部) を選択します。
c. 「Envelope From」(送信者) テキストボックスに以下を入力します。
frank@xyz.com.
d. 「message source」(メッセージソース) のテキストボックスに表示されている
デフォルトのテキストを編集しないでください。
e. 「Test」(テスト) をクリックします。テストの実行および結果が表示されます。
テストメッセージの「Delivery Actions」(配信アクション) は「quarantine:
Fake_Sender」(隔離: 偽の送信者) であることにご注意ください。「Details」(詳
細) リストボックスでスクロールダウンしてテスト結果を表示します。
6. 新しいポリシーで問題ない場合、「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックして
Milter を再起動し、新しいポリシーをライブに設定します。元のポリシーを復元する
場合、バックアップのリンクをクリックして、「OK」をクリックします。
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ポリシースクリプト
ポリシースクリプトを手動で編集して偽の送信者からのメッセージを隔離するには
# attr NAME=Mail from external hosts
else {
pmx_add_header "X-PMX-Version" "%%PMX_VERSION%%";
pmx_mark "Size" "%%MESSAGE_SIZE%%";
# attr NAME=Clean mail containing viruses
if pmx_virus {
pmx_file "Virus";
pmx_virus_clean "cantclean.tmpl";
pmx_replace_header "Subject" "[PMX:VIRUS] %%SUBJECT%%";
pmx_replace_header "X-PerlMx-Virus-Detected" "%%VIRUS_IDS%%";
}
# attr NAME=Check for fake senders
if anyof(address :all :matches :comparator "i;ascii-casemap" ["from"]
["**xyz.com"],
envelope :comparator "i;ascii-casemap" :all :matches ["from"]
["**xyz.com"])
{
pmx_quarantine "Fake Sender";
stop;
}

コマンドラインからのポリシースクリプト変更の詳細については、ポリシースクリプト
のチュートリアルをご覧ください。
例:受信者別のテスト
メッセージの受信者別に PureMessage が異なるアクションを実行するようにルールを
作成します。このルールが適用される場合、PureMessage は複数の受信者に宛てられた
メッセージをコピーして分け、コピーを個別に操作します。これによって複数の受信者
に宛てられたメッセージの個別の受信者に対して異なるアクションを指定できます。
受信者別のルールは、「Envelope from」(送信者) および「Envelope to」(受信者) のテ
ストを使用して作成されます。この例では、「XYZ」社のカスタマサービス担当者に宛
てられたメッセージにバナーを追加するルールを作成します。
PureMessage Manager を使用して受信者別のテストを実行するには
1. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Backups」(バックアップ) の横の
「Create」(作成) をクリックします。現在のポリシーのバックアップが作成され、
現在の日付と時刻が「Backups」(バックアップ) セクションのサイドバーに表示さ
れます。
2. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Policy Rules」(ポリシールール) を
クリックして現在のポリシーを表示します。
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3. 「Mail from external hostss」(外部ホストからのメール) をクリックします。
4. 「add rule」(ルールを追加) (「Execute actions and rules」(アクションおよびルー
ルを実行) の横) をクリックします。これによって新しいルールが作成されます。
a. テストを設定する
1. 「(New Rule)」(新しいルール) のテキストを「Add banner for
selectedrecipients only」(選択された受信者にのみバナーを追加する)
に変更します。
2. 「Tests」(テスト) のドロップダウンリストから「Envelope to」(受信者) を
選択します。
3. 2番目のドロップダウンリストから「Is」を選択します。
4. 横のテキストボックスに以下を入力します。
"kurt@service.xyz.com", "kris@service.xyz.com",
"dave@service.xyz.com"

b. アクションを設定する
1. 「Execute actions and rules」(アクションおよびルールを実行) のドロップ
ダウンリストで「Add Banner」(バナーの追加) を選択します。
2. ドロップダウンリストの右側にある「Arguments」(引数) ボタンをクリック
します。
3. 「Append banner to message body」(メッセージの本文にバナーを追加)
チェックボックスを選択します。
4. 「Data_type」のドロップダウンリストから「Verbatim」(逐語的) を選択し
ます。
5. 「File or string」(ファイルまたは文字列) のテキストボックスに
「ATTENTION」と入力します。
6. 「OK」をクリックします。
7. 「Save」(保存) をクリックします。
c. ルールの順序を変更する
1. 「Cut」(切り取り) をクリックします。「Add banner for selected recipients
only」(選択された受信者にのみバナーを追加する) ルールが切り取られたこ
とを示すメッセージがページ上部に表示されます。
2. 「Clean mail containing viruses」(ウイルスを含むメールをクリーンアップ
する) というルールをクリックします。
3. 「Paste」(貼り付け) をクリックします。「Add banner for selected recipients
only」(選択された受信者にのみバナーを追加する) ルールが「Clean mail
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containing viruses」(ウイルスを含むメールをクリーンアップする) ルールの
下の新しい位置に表示されます。

d. 「Commit」(確定) リンクをクリックして、使用中のポリシースクリプトをアッ
プデートします。PureMessage によって Milter が古い設定で実行されているこ
とを知らせるメッセージが表示されます。Milter は再起動しないでください。
5. 新しいポリシーをテストする:サービスが再起動されるまで Milter は元のポリシーを
使用します。ただし、新しいポリシーは「ライブ」に設定せずにテストできます。
a. 「Policy」(ポリシー) タブのサイドバーにある「Test Current Policy」(現在のポ
リシーをテストする) をクリックします。「Test Current Policy」(現在のポリ
シーをテストする) ページが表示されます。
b. 「Select Relay Type」(リレータイプを選択) のドロップダウンリストから、
「External」(外部) を選択します。
c. 「Envelope From」(送信者) テキストボックスに以下を入力します。
customer@example.com

d. 「Envelope To」(受信者) テキストボックスに以下を入力します。
kurt@service.xyz.com, jane@sales.xyz.com

e. デフォルトで「message source」(メッセージソース) テキストボックスに表示
されるサンプルテキストを受け入れます。
f. 「Test」(テスト) をクリックします。テストの実行および結果が表示されます。
2つの結果メッセージに対する各々の「Delivery Action」(配信アクション) は
「keep」(保持) であることにご注意ください。
g. 「Resulting Message」(結果メッセージ) 列の最初のメッセージの番号をクリッ
クします。本文のテキストの下に「ATTENTION」(注意) というバナーテキスト
が表示されることにご注意ください。
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h. 「Message Preview」(メッセージのプレビュー) ウィンドウで、「Quarantine
Info」(隔離情報) タブをクリックします。「Envelope From」(送信者) および
「Envelope To」(受信者) の詳細が、「Quarantine Info」(隔離情報) テーブル
に表示されます。
i. 「Resulting Message」(結果メッセージ) 列で 2番目のメッセージの番号をクリッ
クしてバナーが追加されなかったメッセージの詳細を参照します。
6. 新しいポリシーで問題ない場合、「Restart now」(今すぐ再起動) をクリックして
Milter を再起動し、新しいポリシーをライブに設定します。元のポリシーを復元する
場合、バックアップのリンクをクリックして、「OK」をクリックします。
ポリシースクリプト
ポリシースクリプトを手動で編集して受信者別にテストを実行するには
# attr NAME=Mail from external hosts
else {
pmx_add_header "X-PMX-Version" "%%PMX_VERSION%%";
pmx_mark "Size" "%%MESSAGE_SIZE%%";
# attr NAME=Clean mail containing viruses
if pmx_virus {
pmx_file "Virus";
pmx_virus_clean "cantclean.tmpl";
pmx_replace_header "Subject" "[PMX:VIRUS] %%SUBJECT%%";
pmx_replace_header "X-PerlMx-Virus-Detected" "%%VIRUS_IDS%%";
}
# attr NAME=Add banner for selected recipients only
if envelope :comparator "i;ascii-casemap" :all :is ["to"]
["kurt@service.xyz.com",
"kris@service.xyz.com",
"dave@service.xyz.com"]
{
pmx_add_banner :body :data "ATTENTION";
keep;
}
}

コマンドラインからのポリシースクリプト変更の詳細については、ポリシースクリプト
のチュートリアルをご覧ください。
関連概念
「Policy」(ポリシー) タブ（101ページ）
ポリシーをテストする（393ページ）
ポリシースクリプトのチュートリアル（465ページ）
関連タスク
ポリシーのバックアップを作成および復元する（102ページ）
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3.5.1.4 ポリシーをテストする
ポリシー設定を変更後は、ライブに設定する前にポリシーをテストすることをお勧めし
ます。テストは PureMessage Manager で実行するか、pmx-test コマンドラインプロ
グラムを使用して実行することもできます。これらの方法には以下の違いがあるのでご
注意ください。
PureMessage Manager 経由でテストする
■

■

■

■

ポリシーの変更はテストを実行する前に「確定」されている必要があります。
Milter はテストの実行前に「再起動」を要求しません。このため、ポリシーの変更は
ポリシーを「ライブ化」する前にテストできます。
テストメッセージの記録はメッセージログには保存されません。このため、レポート
の統計には影響がありません。
テストメッセージは隔離ディレクトリに追加されません。

コマンドライン (pmx-test) 経由でテストする
■

■

■

テストを実行する前に Milter が再起動される必要があります。
テストメッセージの記録はメッセージログに保存されます。このため、レポートの統
計に影響があります。
テストメッセージは隔離ディレクトリに追加されます。

関連タスク
現在のポリシーをテストする（151ページ）
関連情報
pmx-test
3.5.1.5 ポリシーのバックアップおよび復元を行う
ポリシー設定を変更する前に、Sophos では必要に応じて復元できるように現在のポリ
シーのバックアップを作成しておくことをお勧めします。さらに、ポリシーバックアッ
プによって多数の異なるポリシーを作成することが可能になるため、最良の結果を生む
ポリシーを判別するのに実験を行うことができます。
PureMessage Manager には、バックアップ、復元、およびポリシーの比較のためのイン
ターフェースが準備されています。/opt/pmx/etc/policy.siv ファイルのコピーを
作成して、コマンドラインからバックアップを作成することもできます。
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デフォルトのポリシースクリプトに復元する
デフォルトの policy.siv script に復元するには、PureMessage ユーザー (デフォルトで
「pmx」) として以下のコマンドを実行します。
pmx-policy integ --regen

このコマンドによって、現在の policy.siv ファイルを
.policy.siv.bak<timestamp> という名前のバックアップファイルに保存し、デフォ
ルトの policy.siv ファイルを再生成します。Milter は pmx-restart コマンドを使用
して再起動され、policy.siv の新規バージョンをアクティブにする必要があります。
バックアップファイルは、PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー) タブの
「Backups」(バックアップ) セクションに表示されます。
関連タスク
ポリシーのバックアップを作成および復元する（102ページ）
3.5.1.6 隔離コンテンツにポリシーを適用する
ポリシー設定を変更後、新しい設定を使用して隔離コンテンツを処理します。この処理
は PureMessage Manager ではなく、コマンドラインの pmx-policy プログラムを使用
して行います。
pmx-policy プログラムに関連するコマンドおよび引数は以下のとおりです。
■

qinject:隔離ディレクトリ内のメッセージをポリシーエンジンに「注入」します。

■

--dry-run:スイッチを「テスト」します。元のメッセージは送信されない、拒否、
または隔離ディレクトリから削除されます。

■

--delete:隔離ディレクトリから元のメッセージを削除します。

■

--where:隔離ディレクトリ内のどのメッセージについて処理が必要かを指定します。

たとえば、隔離ディレクトリ内のスパムメッセージをテストするには、以下のコマンド
を使用します。
pmx-policy qinject --dry-run --where "any m_reason == 'Spam'"

text/ で始まるコンテンツのタイプの隔離ディレクトリ内のすべてのメッセージに対す
るポリシーを「ライブ」にして実行するには、以下を入力します。
pmx-policy qinject --delete --where "c_content_type like 'text/%'"

--where スイッチの構文に関する詳細については、perldoc
PureMessage::MessageStore をコマンドラインに入力してください。
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関連概念
隔離管理（408ページ）
関連情報
pmx-policy

3.5.2 スパム検出
PureMessage では、スパム検出ルールのセットに従ってメッセージを解析することでス
パムを特定します。各ルールにはテストとそれに対応した「数値」(weight) があります。
メッセージに適合する各ルールに対応して、メッセージの合計スパムスコアに数値
(weight) が追加されます。すべてのルールが適用された後に、スパムスコアはパーセン
テージに変換されます。PureMessage ポリシーは、メッセージの合計スパムスコアを表
すパーセンテージに基づいて、アクション (メッセージの隔離など) を実行します。
スパム検出をコマンドラインから設定するのに使用する PureMessage アプリケーショ
ンおよび設定ファイルは以下のとおりです。
■

/opt/pmx/bin/pmx-spam:PureMessage のスパム検出コンポーネントへのインター
フェースです。
スパム検出ポリシー関連の設定ファイル
PureMessageのスパム検出では多くの「特性グループ」を使用します。各特性グルー
プは、異なるメッセージ解析の方法を適用します。1つまたは複数の特性グループを
同時に有効に設定できます。特性グループは、/opt/pmx/etc/spam.d/compile.d
ディレクトリに保存されている設定ファイルから有効にされます。
spam.conf 設定ファイルは、すべての特性グループに対して一般的なメッセージ検
索パラメータを設定します。これらの一般的な設定オプションは、他の設定ファイル
内で特性グループ特有のオプションと組み合わされます。
スパム検出設定の変更、特性グループの有効/無効化、またはルールの追加/変更を
行った後、変更を反映させるために PureMessage Milter を (pmx-milter restart
コマンドを使用して) 再起動する必要があります。
— /opt/pmx/etc/spam.conf:特性グループ (解析の方法) のいずれが有効に設定さ
れているかに関係なく適用される、一般的なスパム検出の設定アイテムを含みま
す。
— /opt/pmx/etc/spam.d/compile.d/destination.conf:「Known Spam
Destination」(既知のスパム送信先) 特性グループを有効にします。
— /opt/pmx/etc/spam.d/compile.d/heuristic.conf:「Heuristic Analysis」
(ヒューリスティック解析) 特性グループを有効にします。
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— /opt/pmx/etc/spam.d/compile.d/sender.conf:「Sender Reputation」(送
信者の IP フィルタリング) 特性グループを有効にします。
— /opt/pmx/etc/spam.d/net.conf:「Sender Reputation」(送信者の IP フィルタ
リング) 特性グループによって使用される DNS 確認のためのパラメータを設定しま
す。
— /opt/pmx/etc/spam.d/dnsbl.conf:「Sender Reputation」(送信者の IP フィ
ルタリング) 特性グループ (このグループのブロックリストはデフォルトで無効に
設定) で使用される DNSBL (DNS ブロックリスト) 確認のためのパラメータを設定
します。
— /opt/pmx/etc/spam.d/compile.d/site.conf:「Site Features」(サイト特性)
特性グループを有効にします。
— /opt/pmx/etc/spam.d/sxl.conf:ソフォスのスパム対策データに対するリアル
タイムの DNS ベースのクエリを有効にします。
ルールおよびカスタムルール設定ファイル
PureMessage は事前に定義されたスパム検出ルールのセットと共に配布されます。
これらのルールは、PureMessage スパム対策ヒューリスティックアップデートの一
部として定期的にアップデートされます。数値および確率の差分のみがデフォルト
ルールについて変更できます。これらの変更は pmx-spam プログラムを使用して実行
されます (詳細については、pmx-spam の man ページをご覧ください)。
カスタムルールは、PureMessage のデフォルトのインストールディレクトリの下の
etc/spam.d ディレクトリにある re.rules ファイルに保存されます。カスタムルー
ルのファイルは、PureMessage スパム対策ヒューリスティックのアップデートの一
部としてはアップデートされません。
ルールがメッセージに適用される場合、デフォルトおよびカスタムの両方のルールが
使用されます。
ルールのステータス (有効または無効)、値、およびスパムスコアは、ルール定義ファ
イルではなくデータベースに保存されます。ルールの値を変更するには、pmx-spam
プログラムを使用します。
— /opt/pmx/etc/spam.d/re.rules:カスタムルールを保存します。
— /opt/pmx/etc/spam.d/compile.d/compiler.conf:それより低い値ではスパ
ムを特定するルールを使用しなくなる、しきい値を設定します。
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適応型分類トレーニングの設定ファイル
注:
多くの場合、適応型トレーニング分類によってスパムフィルタリングの正確性が大
幅に向上することはありません。セットアップおよび保守に追加の手間がかかるば
かりでなく、スパムとスパムではないメッセージの定義の範囲が多様な組織におい
ては通常あまり効果的ではありません。SophosLabs によって提供されるルールと
データのアップデートを使用して、検出されなかったスパムや誤検知を分析のため
にソフォスに提出することが一般的には最善の方法です。適応型トレーニング分類
は、スパムとスパムでないメッセージを区別するパータンが平均よりも大幅に明確
であるような組織で使用されることを目的としています。
PureMessage と共に配布される事前に定義済みのスパム検出ルールに加えて、独自
のメッセージセットから 2つ目のルールセットを生成できます。これらのルールは、
ベイジアン解析と呼ばれる統計手法を応用したトレーニングシステムである、「適応
型分類」を使用して生成されます。適応型分類子は、動的な特性を使用する分類アル
ゴリズムです。ここでの特性に該当するものは、スパムの特徴を定義する単語 (たと
えば、「Viagra」) です。ルールセットはトレーニングデータベースに含まれるメッ
セージの特徴について「学習」することにより作成されるため、適応型分類子の機能
は「トレーニング」と説明されています。
適応型分類機能が有効に設定されると、適応型分類のスパム対策ルールは標準スパム
対策ルールと共にメッセージのスパム解析のために使用されます。適応型分類ルール
を有効に設定しても、標準スパム対策ルールには影響がありません。標準ルールへの
カスタム修正として保存され、標準ルールセットには引き続きアップデートが適用さ
れます。
— /opt/pmx/bin/pmx-spam:「Adaptive Message Classification」(適応型メッセー
ジ分類) 特性グループを有効にします。
— /opt/pmx/etc/spam.d/compile.d/adaptive.conf:「Adaptive Message
Classification」(適応型メッセージ分類) 特性グループを有効にします。
— /opt/pmx/etc/spam.d/bayes.conf:「適応型分類」(ベイジアン) スパム検知
ルール (pmx-spam コマンドを使用) の作成用パラメータを設定します。
関連概念
ポリシーの概要（355ページ）
関連情報
pmx-spam
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spam.conf
adaptive.conf
bayes.conf
destination.conf
heuristic.conf
sender.conf
net.conf
dnsbl.conf
site.conf
re.rules
compiler.conf
sxl.conf
用語
ヒューリスティック（535ページ）
3.5.2.1 スパム対策ルールについて
PureMessage スパム対策ルールは PureMessage Manager の「Anti-Spam Rules」(スパ
ム対策ルール) のページから閲覧できます。デフォルトルールおよびスコアはPureMessage
インストールディレクトリの下の etc/data/antispam ディレクトリ (バイナリファイ
ル内) に保存されています。サイトに固有のカスタムルールは etc/spam.d ディレクト
リに保存されています。
スパム対策ルールはテスト定義と「数値」(weight) で構成されます。各テスト項目にメッ
セージが該当するごとに、そのテストに関連付けられた数値がメッセージの総スパムス
コアに追加されます。一般的に、ポリシーフィルタによってアクションを実行されるよ
うにスパムスコアが高い値になるには、メッセージが複数のルールに該当する必要があ
ります。
注:
スパム対策ルールは添付ファイルにウイルスが含まれているかどうかの確認には使用
できません。添付ファイルのウイルス確認には、ウイルス検出機能を使用する必要が
あります。
PureMessage 開発チームが常時スパム動向を解析しており、PureMessage スパム対策
のルールセットを適宜アップデートしています。アップデートのインストールについて
は、「PureMessage Manager レファレンス」の「アップデートのチェック」をご覧くだ
さい。
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Sophos はスパムヒューリスティックの精度向上に継続的に取り組んでおります。誤認
項目を添付ファイルとして以下の宛先へ転送するようご協力ください。
■

検出されなかったスパム:is-spam@labs.sophos.com

■

スパムの誤検知:not-spam@labs.sophos.com

関連概念
スパム検出ルールを管理する（171ページ）
デフォルトの PureMessage ポリシー（356ページ）
ウイルス（406ページ）
使用可能なアップデート（278ページ）
用語
ヒューリスティック（535ページ）
テストの種類
PureMessage では、さまざまな種類のスパム検出方法を使用します。これらの方法はス
パム対策ルールのテスト定義に盛り込まれています。PureMessage の検出方法は以下の
特性グループのいずれかに当てはまります。
■

■

■

「Spam Signatures Analysis」(スパムシグネチャ解析):シグネチャは SophosLabs (ソ
フォスラボ) によってコンパイルされたスパムデータを使用して作成されます。メッ
セージの本文、本文内のパラグラフ、HTML、画像、および添付ファイルを含む、メー
ルメッセージのさまざまな部分に対応してシグネチャがあります。PureMessage が
処理するメッセージのコンテンツに対して、これらの項目すべてにテストが実行され
ます。メッセージの一部の特性が変化し続けているようなスパムキャンペーンの最中
でも、シグネチャはスパムの特徴を検出するのに使用できます。
「Known Spam Destinations」(既知のスパムの送信先):PureMessage には、スパム
メッセージに関連のある URL のデータベースが含まれています。このデータベース
はPureMessageスパム対策ヒューリスティックアップデートによって配布されます。
URI テストでは、メッセージにこのデータベース内に含まれる URL が含まれていない
かどうかを確認します。
「Adaptive Message Classification」(適応型メッセージ分類):テストは「トレーニン
グ」機能によって作成できます。トレーニング機能では、アーカイブから抽出した一
連の代表的なスパムとスパムではないメッセージに対して適応型分類アルゴリズムを
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適用します。これらのスパム対策ルールは手動で変更しないでください。このルール
を変更するには、トレーニングを再度実行してください。
注:
多くの場合、適応型トレーニング分類によってスパムフィルタリングの正確性が大
幅に向上することはありません。セットアップおよび保守に追加の手間がかかるば
かりでなく、スパムとスパムではないメッセージの定義の範囲が多様な組織におい
ては通常あまり効果的ではありません。SophosLabs によって提供されるルールと
データのアップデートを使用して、検出されなかったスパムや誤検知を分析のため
にソフォスに提出することが一般的には最善の方法です。適応型トレーニング分類
は、スパムとスパムでないメッセージを区別するパータンが平均よりも大幅に明確
であるような組織で使用されることを目的としています。
■

■

■

「Sender Reputation」(送信者評価):デフォルトで PureMessage では、ソフォス独自
の SXL インフラストラクチャ経由での逆引き DNS 検索と照会の 2種類の DNS チェッ
クを実行します。IP 分類が SXL 照会の一部として処理されるため、他社製の DNS の
ブロックリストはデフォルトで無効に設定されます。無効に設定された DNSBL ルー
ルのいずれかを有効にする前に、(該当する場合) 関連する DNSBL ライセンスを所有
しているかどうかを確認してください。
「Heuristic Analysis」(ヒューリスティック解析):件名あるいはメッセージの本文な
ど、特定のメッセージ構成要素を正規表現によって分析します。たとえば、正規表現
テストではメールメッセージの本文に特定の単語またはフレーズが存在するかどうか
を確認できます。PureMessage Manager の「Anti-Spam Rules」(スパム対策ルール)
ページで、正規表現テストのテスト定義部分には接頭辞として「Test」という語が
付きます。
「Site Features」(サイト特性):PureMessage は内部のプログラム機能を使用して、
さまざまなメッセージ特徴に対してテストを実行します。たとえば、類似した受信者
アドレスが複数ある場合 (johna@domain.com、johnb@domain.com、
johnc@domain.com)、スパムメッセージである可能性があります。PureMessage
Manager の「Anti-Spam Rules」(スパム対策ルール) ページで、メッセージ評価テス
トのテスト定義部分には接頭辞として「Eval」という語が付きます。

また、PureMessage では 2つ以上のテスト結果を確認する「メタ」テストを使用できま
す。たとえば、2つのルールが真である場合、メタテストを真として設定できます。カ
スタムメタテストは作成できませんが、既存のテストのスコアは変更できます。
PureMessage Manager の「Anti-Spam Rules」(スパム対策ルール) ページで、メタテス
トのテスト定義部分には接頭辞として「Meta」という語が付きます。
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正規表現テスト、メッセージ評価テスト、メタテスト、URI テストは DNS チェックと同
様にデフォルトで有効に設定されています。適合型分類トレーニングにより作成された
テストは手動で作成し有効に設定する必要があります。
関連概念
スパム検出ルールを管理する（171ページ）
関連情報
dnsbl.conf
用語
ヒューリスティック（535ページ）
SXL（541ページ）
テストスコア
各テストには対応する数値 (weight) があります。各メッセージに対してすべてのテスト
が実行されます。各テスト項目にメッセージが該当するごとに、そのテストに関連付け
られた数値がメッセージの総スパムスコアに追加されます。
テストスコアは数値 (score)、パーセンテージ (probability adjustment %)、またはそ
の両方で指定できます。スコアおよび確率には小数第 2位以上の小数位を指定できます
が、PureMessage Manager の「Anti-Spam Rules」(スパム対策ルール) ページでは小数
第 3位までしか表示しません。スコアおよび確率のパーセンテージは正負のどちらの数
値でも指定できます。負の数値の場合は、マイナス記号が数字の先頭に付きます。正の
スコアおよび正の確率パーセンテージによって、メッセージをスパムとして分類する可
能性が上がります。負の数値の場合、メッセージをスパムとして分類する可能性は下が
ります。
以下のグラフはスコアとパーセンテージの関連を示しています。スコアの値が「5」の
場合は、スパムの確率が 50% ということになります。
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スパム対策ルールでスコアと確率パーセンテージの両方を使用している場合、スコアは
パーセンテージに変換され、確率のパーセンテージが結果に追加されます。たとえば、
あるルールでスコアが 5、確率パーセンテージが 10% である場合、スコアはパーセン
テージ (50%) へと変換され、確率パーセンテージが追加されます。その結果、このルー
ルの総スコアは 60% になります。
PureMessage のポリシースクリプトは、メッセージの総スパムスコアに基づいて、各
メッセージに対してアクションを実行するように設定されています。たとえば、デフォ
ルトのポリシーでは、メッセージに対してスパム確率と共に X-PerlMx-Spam ヘッダを追
加します。メッセージのスパム確率が 50% を上回ると、X-PerlMx-Spam ヘッダを追加
すると同時に件名を変更し、隔離ディレクトリにそのメッセージのコピーを作成しま
す。
関連概念
スパム検出ルールを管理する（171ページ）
ポリシーの概要（355ページ）
3.5.2.2 スパム検出を設定する
スパム対策設定オプションでは、PureMessage のスパム検知に関する一般機能を決定し
ます。多くの場合、PureMessage ではカスタマイズなしで高い検知率を上げることがで
きます。ただし、DNS 設定が正しく設定され、信頼できる IP リレーが指定され、何ら
かの IP ブロックが有効になっている場合には、PureMessage の効果を最大限に活用で
きます。また、「安全」が確認されている文字セットを指定することをお勧めします。
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DNS チェックを最適化する
PureMessage では、Sophos SXL アーキテクチャ経由で処理される逆引き DNS 検索およ
び照会を含む、さまざまな DNS チェックを実行します。PureMessage のパフォーマン
スは、PureMessage と DNS サーバー間の接続速度に大きく影響を受けます。パフォー
マンスを最適化するには、ローカルキャッシュ DNS サーバーをインストールしま
す。/opt/pmx/etc/spam.conf の local_tests_only オプションを「on」に設定す
ることでネットワークチェックを完全に無効にすることも可能ですが、検知率を著しく
低下させることになるため、お勧めできません。DNS ベースのチェックに使用されてい
るサーバーを /opt/pmx/etc/spam.d/net.conf で指定できます。net.conf 設定
ファイルでは、「retry」および「timeout」などの値を設定できます。
信頼できるリレーを指定する
信頼できるリレーとは、安全であることが判明している内部および外部のメールフィル
タリングホストのことです。メッセージは指定の受信者へ届くまでに多くのメッセージ
処理ホストを経由します。メッセージ処理ホストはメッセージを受け取ると、その後、
インターネット上の次のメッセージ処理ホストへと渡していきます。メッセージは、最
終的な目的地へ到達するまでこれらのホストを順番に中継されます。
DNS チェックは、opt/pmx/etc/ にある「trusted-relays」リストと連動して作動しま
す。このリストには、すべての内部メールフィルタリングサーバーおよび既知の信頼で
きる外部サーバー (インターネット サービス プロバイダ (ISP) メール エクスチェンジ
サーバーなど) が含まれます。「trusted-relays」リストを設定して、これらの IP アドレ
スが DNS チェックから除外されるように指定します。(ドメイン名ではなく) IP アドレス
のみを「trusted-relays」リストに入力できます。
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127.*.*.*、192.168.*.*、10.*.*.* IP アドレスが範囲内のリレーは常に内部リレーとして
扱われます。デフォルトでは、最初の「外部」リレーの IP アドレスがテストされます。
安全と判明しているが上記で説明した IP アドレス範囲には含まれていないリレーの IP
アドレスはすべて、Trusted Relay IPs リストへ追加する必要があります。たとえば、
ISP が企業にメッセージ中継サービスを提供しているのであれば、ISP のメールサーバー
の IP アドレスを Trusted Relay IPs リストに含める必要があります。
Manager 経由か、コマンドラインから Trusted Relay IPs リストへ値を追加します。信
頼できるリレーの詳細については、「Pure Message Manager レファレンス」の「スパ
ム対策オプションを設定する」および「リストを編集する」をご覧ください。コマンド
ラインで、opt/pmx/etc (デフォルト設定) にある trusted-relays ファイルを編集
します。
Trusted Relay IPs リストに値を追加した場合、PureMessage Manager の「Policy」(ポ
リシー) > 「Anti-Spam Options」(スパム対策オプション) ページで「Disable non-relay
checks?」(最初のリレー先以外のチェックを無効) を設定します。「Disable non-relay
checks」(最初のリレー先以外のチェックを無効) が「Yes」(はい) に設定されている場
合、最初の外部リレーのみがテストされ、リレーの受け手側に接続している他のリレー
へのチェックが無効になります。これによって、パフォーマンスが改善され誤検知を減
らすことができます。
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IP ブロッキングを設定する
PureMessage では、ポリシーレベルでの IP ブロッキングがデフォルトで設定されてい
ます。PureMessage をネットワークの外周縁部に配置できる場合は、パフォーマンスを
改善するためにポリシーレベルのブロッキングではなく MTA レベルの IP ブロッキング
を有効にすることをお勧めします。IP Blocker サービスを有効にする手順については、
「PureMessage Manager レファレンス」の「「Local Services」タブ」のセクションの
「MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする」をご覧ください。
注:
受信メッセージを PureMessage へ渡す信頼できるローカル SMTP リレーがネットワー
クに含まれている場合、MTA レベルのブロッキングではなく、ポリシーレベルのブロッ
キングを使用し、ローカルの受信 SMTP リレーを「Trusted Relays」(信頼できるリ
レー) のリストに追加します。MTA レベルのブロッキングは PureMessage がインター
ネットから直接メッセージを受信する場合にのみ正常に機能します。
安全な文字セットを設定する
「安全」が確認されている文字セットを指定することをお勧めします。外国語の文字
セットは頻繁にスパムの特徴を示す要素となるため、一部のスパム対策ルールはメッ
セージの文字セットを解析します。「安全」であると確認されている文字セットで書か
れたテキストが含まれているメッセージに対しては、これらのスパム対策ルールが適用
されません。デフォルトの「安全」文字セットはシステムの LANG 環境変数から読み込
まれます。
関連概念
スパム検出ルールを管理する（171ページ）
PureMessage デフォルトリスト (Trusted Relay IPs をご覧ください)（160ページ）
関連タスク
スパム対策オプションを設定する（177ページ）
MTA の IP ブロッキングを有効または無効にする（261ページ）
リストを編集する（164ページ）
関連情報
net.conf
spam.conf
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3.5.3 ウイルス
PureMessage では Sophos Anti-Virus エンジンを使用しています。検索ファイルは、
PureMessage Manager または sophos.conf 設定ファイルから設定されます。
ウイルス対策検索をコマンドラインから設定するのに使用する PureMessage アプリケー
ションおよび設定ファイルは以下のとおりです。
■

/opt/pmx/etc/init.d/pmx-vscan:ウイルス検索サービスです。
ウイルス対策ポリシーの関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/virus.conf:ウイルスエンジンが失敗した場合に実行するアク
ションを指定します。
— /opt/pmx/etc/virus.d/cantscan.conf:pmx_virus がメッセージ添付ファ
イルの検索に失敗した場合、pmx_virus_clean が実行するアクションを指定し
ます。
— /opt/pmx/etc/virus.d/sophos.conf:最も一般的に使用される Sophos AntiVirus オプションを含みます。

関連情報
pmx-vscan
virus.conf
cantscan.conf
sophos.conf
3.5.3.1 検索不可能な添付ファイル
破損、暗号化、またはパーツの欠損が原因で、メッセージの添付ファイルおよびメッ
セージの一部に対してウイルス検索ができないことがあります。
Sophos Anti-Virus では、これらのメッセージを危険である可能性があるとみなし、ポリ
シーエンジンへ内部不具合コード (SOPHOS_SAVI_FILE_ENCRYPTED、
SOPHOS_SAVI_FILE_CORRUPT、または SOPHOS_SAVI_FILE_PART_VOL) を返しま
す。デフォルトでは、このメッセージを感染メッセージと同様に処理します。
これらの検索エラーの処理方法は、cantscan.conf 設定ファイルの設定内容によって
決定されます。この設定ファイル内のテンプレート設定 (デフォルトではcantscan.tmpl)
で、不具合に関するテンプレートが定義されています。メッセージの検索が失敗する
と、このテンプレートを使用して、元のメッセージが配信されなかったことを元の受信
者へ通知するメッセージが作成されます。このテンプレートは編集可能です。または、
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カスタムテンプレートを作成することもできます。テンプレート内では、以下のテンプ
レート変数を使用できます。
■

%%DESC%%:cantscan.conf 内に設定された description へ展開します。

■

%%QID%%:メッセージのキュー ID へ展開します。

■

%%ADMIN_ADDRESS%%:pmx.conf 設定ファイル内の admin 設定の定義どおりに (ま
たは PureMessage Manager の「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Edit
Global Options」(グローバルオプションの編集) ページで)、PureMessage 管理アドレ
スへ展開します。

関連概念
PureMessage ログ（439ページ）
関連タスク
グローバルオプションを設定する（258ページ）
関連情報
sophos.conf
cantscan.conf
pmx.conf
3.5.3.2 クリーンアップできない添付ファイル
同様に、ウイルス対策エンジンでは「クリーンアップ」(指定受信者へメッセージが送信
される前にメッセージからウイルスを除去する) 機能がサポートされています。エンジ
ンがメッセージからウイルスを除去できない場合、cantclean.tmplテンプレートファ
イルを使用して、元のメッセージ受信者へメッセージを生成します。このテンプレート
ファイルは変更可能です。このテンプレート内では、以下のテンプレート変数を使用し
ます。
■

%%VIRUS_IDS%%:ウイルスに関するエンジンの ID コードへ展開します。

■

%%QID%%:メッセージのキュー ID へ展開します。

■

%%ADMIN_ADDRESS%%:pmx.conf 設定ファイル内の admin 設定の定義どおりに (ま
たは PureMessage Manager の「Local Services」(ローカルサービス) タブの「Edit
Global Options」(グローバルオプションの編集) ページで)、PureMessage 管理アドレ
スへ展開します。

関連概念
PureMessage ログ（439ページ）
関連タスク
グローバルオプションを設定する（258ページ）
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関連情報
sophos.conf
pmx.conf
virus.conf
3.5.3.3 ウイルスヒューリスティックスをアップデートする
デフォルトのスケジュールされたジョブは自動的にウイルス定義ファイルをアップデー
トします。この設定の表示または変更については、PureMessage Manager の「Local
Services」(ローカルサービス) タブにある「Scheduled Services」(スケジュールされた
サービス) のセクションをご覧ください。
ウイルス定義ファイルのアップデートについて手動で確認するには、PureMessage
Manager の「Support」(サポート) タブの「Available Updates」(使用可能なアップデー
ト) ページをご利用ください。
関連概念
「Local Services」(ローカルサービス) タブ（218ページ）
「Support」（サポート） タブ:使用可能なアップデート（278ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
用語
ヒューリスティック（535ページ）

3.6

隔離管理

ここでは PureMessage ポリシーによって問題となる可能性のあるメッセージを一時的
に保管する場所である、PureMessage 隔離ディレクトリの管理方法について説明しま
す。隔離されたメッセージは確認された後、取り出すか、削除することができます。
ポリシー設定によって、どのようなメッセージを隔離するかが決定されます。たとえ
ば、ルールによってスパム確率がある一定レベル以上のメッセージを隔離するように設
定できます。
隔離されたメッセージは pmx-qman コマンドラインプログラムを利用するか、隔離マ
ネージャの GUI を使用して管理します。PureMessage インストール時の設定次第で、
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EUWI (End User Web Interface） を使ってエンドユーザー自身が隔離メッセージを管理
することも可能になります。
注:
また、PureMessage では、PureMessage Group Web Interface の「Search」(検索) タ
ブからも、隔離メッセージの閲覧・管理オプションを利用できます。Group Web
Interface は当初、グループ管理モデルにおいてタスクを委任するために使用されてい
ましたが、隔離マネージャとして設定できます。Group Web Interface でのみ使用でき
る検索機能を利用する場合や、複数のインターフェースを使用して PureMessage を管
理する場合は、Group Web Interface を使用してください。詳細情報は、「管理者レ
ファレンス」の「グループ」セクションの「レポートの閲覧と管理」をご覧ください。
隔離ダイジェストメールは、メッセージが隔離されたことを受信者へ通知するためのも
のです。ダイジェストメールへ返信すると、ユーザーは隔離ディレクトリから自分宛の
メッセージを取り出すことができます。
ここでは、コマンドラインからのみ実行できる操作についても説明します。また、隔離
に関連した多数のスケジュールタスクについても説明します。
関連概念
ポリシー設定（355ページ）
「Quarantine」(隔離) タブ（179ページ）
エンドユーザー管理（431ページ）
管理グループ（299ページ）
ダイジェスト管理（417ページ）
関連情報
pmx-qman

3.6.1 隔離管理
一般的に、隔離メッセージには、確実ではなくともスパムの可能性のある (しきい値 50%
以上の) メッセージ、自動で駆除を試みることも可能だが手動で処理することが望まし
いウイルスを含むメッセージ、または、暗号化されているメッセージや、手動で確認が
必要な検索不可能な添付ファイルを含むメッセージなどが含まれます。
■

■

/opt/pmx/bin/pmx-qman:PureMessage 隔離管理インターフェース。
/opt/pmx/bin/pmx-qindex:PureMessage 隔離ディレクトリ内の新しいメッセー
ジを更新します。
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■

/opt/pmx/bin/pmx-qmeta-index:検索速度を速くするために隔離メッセージのメ
タデータをインデックス化します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-qsearch:隔離ディレクトリ内のメッセージを検索します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-queue:隔離され保留状態になったメッセージを管理します。

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-qexpire:PureMessage 隔離ディレクトリ内のメッセージを期
限切れにします。
/opt/pmx/bin/pmx-qrelease:集中保管場所を確認し、隔離メッセージの配信、承
認、転送、削除などのリクエストを処理します。通常は、スケジュールサービスとし
て実行されます。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/pmx.d/pmdb.conf:隔離メッセージの隔離場所、
「pmx_quarantine」、隔離タイプ (ディレクトリまたはデータベース)、および隔
離タイプにデータベースを選んだ場合はデータベース接続に必要な情報を指定しま
す。また、リソースやレポートデータ用に、この隔離場所または別の場所を使用す
るかどうかも設定します。

関連情報
pmx-qman
pmx-qindex
pmx-qmeta-index
pmx-qsearch
pmx-queue
pmx-qexpire
pmx-qrelease
pmdb.conf
3.6.1.1 隔離ディレクトリおよびファイル
ディレクトリ
インストール時に PureMessage は隔離メッセージを保管するためのディレクトリ構造
を作成します。この構成は、デフォルトで PureMessage のインストールディレクトリ
の下にあるvar/qdir に作成されます。メッセージはさまざまな隔離処理の段階を通過
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するため、qdir ディレクトリの下にサブディレクトリが作成され、メッセージが保管
されます。
■

■

■

■

■

■

var/qdir/counters:隔離ユーティリティによって実行されるさまざまなアクションを
一連のファイルを使用してカウントします。
var/qdir/tmp:ポリシーマネージャによってメッセージが処理される間、メッセージ
を保管します。
var/qdir/cur:pmx-qman のコマンドラインの隔離マネージャ または GUI の隔離マネー
ジャが呼び出された場合、var/qdir/new ディレクトリ内のメッセージはインデッ
クス処理され、var/qdir/cur ディレクトリに移動されます。
var/qdir/sent:承認され、指定された受信者に配信されたメッセージを保管します。
var/qdir/test:pmx-test のコマンドラインプログラムまたは PureMessage Manager
内のポリシーテスト機能によって生成されてメッセージを保管します。
var/qdir/trash:pmx-qman のコマンドラインの隔離マネージャ または GUI の隔離マ
ネージャを使用して削除されたメッセージを保管します。このディレクトリはメッ
セージの削除が実行されるまで作成されません。

番号付きメッセージディレクトリ
隔離メッセージがインデックス化されると、個別のファイルとしてcur ディレクトリに
保管されます。各ファイルにはファイル番号が付けられ、これはメッセージに割り当て
られた隔離 ID に相当します。cur ディレクトリの下は番号付けされた一連のディレク
トリになります。番号付けされた各ディレクトリには、対応する番号のデータを含んだ
個別のメッセージが保管されています。最初のディレクトリの数字は、ファイル名の番
号の桁数を意味します。次のディレクトリは、ファイル名の番号の最初の数字（または
一連のいくつかの桁の数字）が示されます。以下の一覧には、どの番号の数字がどの
ディレクトリに保管されるかが説明されています。
4/1/1000 ...1999
4/2/2000 ...2999
...
4/9/9000 ...9999
5/10/10000 ...10999
5/11/11000 ...11999
...
5/99/99000 ...99999
...
9/999/999/999999000 ...999999999

たとえば、ファイル名 1234 のメッセージは 4/1/ サブディレクトリに保管されます。
ファイル名 57453 のメッセージは 5/57/ サブディレクトリに保存されます。
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関連概念
「Quarantine」(隔離) タブ（179ページ）
ポリシーをテストする（393ページ）
関連情報
pmx-qman
pmx-test
3.6.1.2 隔離インデックス
隔離されたメッセージのメタデータ (送信者、受信者、日付、件名など) は、隔離ディレ
クトリの照会をより迅速に行うためにデータベースに保管されます。 PureMessage で
は、この場合のインデックスに関して 2つのデータベース形式をサポートしています。
PostgreSQL はオブジェクトリレーショナルのデータベースシステムで、デフォルトの
PureMessage データベースです。CDB はフラットファイルのデータベースで、単一の
PureMessage サーバー上で実行されるサイズの小さなデータベースに適切です。
■

■

PostgreSQL:PostgreSQL は本格的な機能を備えたリレーショナルデータベースです。
集中隔離管理機能およびレポート機能を使用する場合には PostgreSQL が必要で、
EUWI を使用する場合にも使用が推奨されます。
CDB:CDB (コンスタントデータベースの作成と読み込みに使用されるパッケージ) は、
隔離ディレクトリに関するメタデータの保管に使用されるフラットファイル データ
ベースのバックエンドです。CDB でインデックス化された隔離ディレクトリは、数百
万のメッセージ処理にも対応できるため、通常は管理タスクが軽減され PostgreSQL
を使用するよりもインデックス処理を迅速に行えます。ただし、PureMessage での
レポート機能は PostgreSQL に依存しています。以下のコマンドを実行して、データ
ベースのバックエンドを手動で再度インデックス化できます。
pmx-quarantine reindex --index-type=cdb

CDB を使用すると、隔離 ID、キュー ID (MTA によって指定)、受信者、および送信者の
フィールドがインデックス化されます。これらのいずれのフィールドでも、検索対象の
値を正確に絞り込むほどより速く検索結果を得ることができます。アドレスの検索にワ
イルドカードを使用する場合、インデックスが使用されないため検索速度は遅くなりま
す (速度は隔離ディレクトリ内のメッセージ数に比例するようになります)。
PostgreSQL を使用した場合、件名、本文、その他のメッセージ内容からの情報もイン
デックス化されるため検索速度が速くなり、EUWI および Manager 用隔離インターフェー
スでメッセージをプレビュー表示できます。高度な照会またはワイルドカードを使用し
た照会は CDB を使用する場合よりも短時間で実行できます。
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関連概念
集中隔離管理（?ページ）
「Reports」(レポート) タブ（212ページ）
関連情報
CDB web site
3.6.1.3 隔離インデックスデータベースを変更する
PureMessage では、隔離メッセージに含まれるフィールドをインデックス化したデータ
ベースを使用して、より迅速に検索が実行できるようにします。PureMessage のインス
トールを変更またはアップグレードする場合、隔離インデックス（412ページ）で説明さ
れている理由などから、この隔離データ用のデータベースの変更が必要になる可能性が
あります。
PostgreSQL から CDB に変更するには
pmx-database stop
pmx-quarantine reindex --index-type=(bdb or cdb)
pmx-config quarantine_type dir

pmx.conf (デフォルトでは /opt/pmx/etc 内) から pmx_db の行を削除し、pmx-qmetaindex を実行するか、スケジューラから自動的に実行されるように許可します。詳細に
ついては、「管理者レファレンス」の「Local Services」(ローカルサービス) タブのセク
ションをご覧ください。
CDB から PostgreSQL に変更するには
pmx-postgres-enable スクリプトを 「pmx」ユーザーとして実行します。
PostgreSQL が設定された後で、以下の手順を使用して現在の隔離データを PostgreSQL
データベースに転送します。125,000 のメッセージのインデックス処理には、約 1時間
かかる点にご注意ください。
1. pmx-qmeta-index のスケジュールサービスを無効に設定します。
2. pmx-qmeta-index サービスをすべて停止します。
3. pmx ユーザー (デフォルトでは「pmx」) としてログインした状態で、
pmx-quarantine reindex を入力します。再インデックス化が完了した場合、
pmx-qmeta-index を入力します。
4. pmx-qmeta-index のスケジュールサービスを再度有効に設定します。
関連概念
隔離インデックス（412ページ）
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「Local Services」(ローカルサービス) タブ（218ページ）
3.6.1.4 PureMessage PostgreSQL コマンドライン プログラム
PureMessage には、PostgreSQL に関連する特定のタスクに対して使用されるコマンド
ラインプログラムがあります。以下のコマンドを使用できます。
■

■

■

/opt/pmx/etc/postgres/pmx-pg-tune:PureMessage PostgreSQL に関する共有
メモリの使用率を最適化します。
/opt/pmx/etc/postgres/pmx-pg-migrate:PostgreSQL 7.4 から 8.3 にへのアッ
プグレード処理の一部として PostgreSQL データを移行します。
/opt/pmx/etc/postgres/pmx-pg-switch:データを新しいデータベースにイン
ポートし、PureMessage を PostgreSQL の新しいバージョンに統合することで、
PostgreSQL 7.4 から 8.3 への移行を完了させます。

関連情報
pmx-pg-tune
pmx-pg-migrate
pmx-pg-switch
3.6.1.5 隔離統合と集中隔離管理
複数の PureMessage サーバー上では、隔離統合 (1つまたは複数の隔離ディレクトリか
ら中央の 1つの隔離ディレクトリへメッセージを移動させること) を使用して隔離メッ
セージを管理することが推奨されていました。この機能は現在でもサポートされていま
すが、集中隔離管理 (メッセージは元の隔離場所に保持され、メタデータが中央のデー
タベースへ保管される管理方法) が現在ではより効率的な方法です。
複数サーバーからの隔離メッセージを統合する
複数の PureMessage サーバーから 1つのサーバーに隔離メッセージを統合できます。
これにより、1つの場所からすべての隔離メッセージを管理できるようになります。
注:
隔離ダイジェストを使用した統合隔離を設定している場合、各隔離ディレクトリから
個別のダイジェストが生成されるのではなく、各エンドユーザーに対して 1つのダイ
ジェストが作成されます。

PureMessage for UNIX | 管理者レファレンス | 415

隔離メッセージを統合するには、他のコンピュータから SSH 経由で転送されてくる隔離
メッセージを保存するサーバーに、PureMessage ユーザー (デフォルトで 「pmx」) と
してログインできる必要があります。
以下のコマンドを実行して、PureMessage サーバーの 1つからメッセージか統合される
サーバーに隔離メッセージをエクスポートします。
pmx-qindex; PMX_MESSAGE_STORE=dir:/opt/pmx/var/qdir pmx-store-export
--importer\
'ssh pmx@ConsolidatedQuarantineServer
PMX_MESSAGE_STORE=dir:/opt/pmx/var/qdir\
/opt/pmx/bin/pmx-store-import -';rm -f /opt/pmx/var/qdir/cur/index_log

上記のコマンドでは、隔離メッセージを保存するコンピュータ上に PureMessage をイ
ンストールする際に、デフォルトのユーザー名 (pmx) とデフォルトのインストールディ
レクトリ (opt/pmx) を受け入れていると想定しています。
隔離メッセージの統合を自動化するには、上記のコマンドをスケジュールジョブとして
追加します。手動の操作をせずに統合された隔離サーバーにログインできるように
「pmx」ユーザーを設定する必要があります。このため、統合サーバーとメッセージが
最初に隔離されたサーバーの両方に SSH キーを設定する必要があります。詳細について
は、SSH のドキュメンテーションをご覧ください。
コマンドの最後の部分 (rm -f /opt/pmx/var/qdir/cur/index_log) が含まれてい
ることを確認してください。コマンドのこの部分によって index_log ファイルのサイ
ズが大きくなり過ぎて、過剰なディスクスペースを消費するのを回避できます。
pmx-qmeta-index のスケジュールジョブは、メッセージが統合されるサーバー以外の
すべてのサーバー上では無効に設定される必要があります (詳細については「スケジュー
ルされたジョブを管理する」をご覧ください)。
関連概念
ダイジェスト管理（417ページ）
ダイジェスト設定（418ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-store-export
pmx-store-import
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集中隔離管理
集中隔離管理によって、単一のデータベース (PostgreSQL) で隔離メッセージに関するメ
タデータを保管できるようになります。集中隔離管理は、メッセージ全体を中央サー
バーに転送しないため、隔離統合よりも効率的です。メッセージに関するメタデータ
(メッセージの「envelope to」や「envelope from」データなど) のみが転送されます。
EUWI、 隔離マネージャ、pmx-qman、またはpmx-qdigest-approve の使用が承認さ
れている場合にのみ、メッセージ全体が転送されます。
集中隔離の設定例については、「導入計画」をご覧ください。
関連概念
導入計画（8ページ）
PostgreSQL サービスを管理する（242ページ）
関連情報
pmx-postgres-enable
3.6.1.6 隔離されたメッセージを管理する
隔離されたメッセージは pmx-qman コマンドラインプログラムを利用するか、隔離マ
ネージャの GUI を使用して管理します。いずれのインターフェースを使用しても、隔離
メッセージの検索と隔離メッセージに関連する種々のタスクを実行できます。
■

■

■

■

隔離メッセージを承認する:メッセージが承認された場合、受信者に転送され、メッ
セージはvar/qdir/sentディレクトリに移動されます。(別の方法として、ユーザー
は隔離ダイジェストメールまたは EUWI を使用してメッセージの承認を行うこともで
きます。)
隔離メッセージを転送する:メッセージを転送した場合、隔離ディレクトリにもメッ
セージが残ると同時に指定した受信者にもメッセージが送信されます。
隔離メッセージを削除する:隔離管理インターフェースを使用して、隔離ディレクトリ
内のメッセージを「削除」できます。この操作によってメッセージはvar/qdir/cur
ディレクトリから削除され、var/qdir/trash ディレクトリに移動されます。これ
らのメッセージは隔離ディレクトリの検索でも見つからず、また隔離ダイジェストに
表示されなくなったとしても、実際には隔離ディレクトリの一部として存在します。
隔離ディレクトリにあるメッセージを完全に削除するまたはアーカイブ化する方法に
ついては、「隔離メッセージの有効期限が切れる」をご覧ください。
隔離メッセージを保存する:メッセージが保存される際には、ファイルの場所を指定す
るように要求されます。メッセージは 「.mbox 」ファイルとしてエクスポートされま
す。元のメッセージは、隔離ディレクトリに残ります。
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関連概念
「Quarantine」(隔離) タブ（179ページ）
ダイジェスト管理（417ページ）
関連情報
pmx-qman
隔離メッセージを期限切れにする
pmx-qexpire プログラムは、 var/qdir/Sent、var/qdir/Test、var/qdir/cur、
および var/qdir/trash ディレクトリにあるメッセージを削除します。設定オプショ
ンは pmx/etc/pmx.d/quarantine_expire.conf で設定されています。
関連概念
自動隔離タスクをスケジュール設定する（429ページ）
「Quarantine」(隔離) タブ（179ページ）
関連情報
pmx-qman
pmx-qexpire

3.6.2 ダイジェスト管理
隔離ダイジェストメールとは、PureMessage がエンドユーザーへ送信するメッセージ
で、隔離されたメッセージのリストを記載しています。ダイジェストメールへ返信する
ことで、ユーザーは隔離ディレクトリからメッセージを取り出す (承認する) ことができ
ます。
注:
隔離ダイジェストメールには、随時返信するようにメールユーザーに指示してくださ
い。隔離ダイジェストメールと隔離メッセージは、共に有効期限があるため、ユーザー
は期限が切れる前にメッセージを取り出す必要があります。隔離メッセージにアクセ
ス可能な有効期限の長さは、pmx-qdigest-expire や pmx-qexpire スケジュール
ジョブの設定によって異なります。/opt/pmx/etc/templates にあるダイジェスト
テンプレートを編集して、有効期限が近づいていることを告げるアラーム機能をダイ
ジェストメールに追加できます。
隔離ダイジェストメールを設定 (ダイジェストメール受信者、ダイジェストテンプレー
トなどを指定) すると、それ以降は 3つの PureMessage プログラムがダイジェスト処理
の管理に使用されます。詳細は、「隔離ダイジェストを作成する」で説明します。
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EUWI (End User Web Interface) がインストールされていると、エンドユーザーは隔離ダ
イジェストメールから EUWI へ自動的にログインできます。
ダイジェスト機能の問題を解決するには、PureMessage FAQ の「隔離ダイジェストのト
ラブルシューティング」をご覧ください。
■

/opt/pmx/bin/pmx-qdigest-init:集中隔離ディレクトリから隔離ダイジェスト
メールを作成する機能を初期設定します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-qdigest:隔離されたメールのダイジェストを作成します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-qdigest-approve:隔離されたメッセージをキューに追加し
て、配信します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-qdigest-expire:保留状態になっている隔離ダイジェスト
メールを期限切れにします。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/pmx-qdigest.conf:pmx-qdigest、pmx-qdigest-approve、
および pmx-qdigest-expire プログラム用の設定オプションが含まれます。こ
れらのプログラムに関する個別の詳細情報については、man ページをご覧くださ
い。

関連概念
隔離ダイジェストを作成する（424ページ）
関連タスク
隔離ダイジェストのトラブルシューティング（425ページ）
関連情報
pmx-qdigest-init
pmx-qdigest
pmx-qdigest-approve
pmx-qdigest-expire
pmx-qdigest.conf
3.6.2.1 ダイジェスト設定
一般的なダイジェストは以下の内容で構成されています。
■

「Approval Address」(承認用アドレス):メッセージを承認するために使用する sendmail
のメールエイリアス (デフォルトでは、pmx-auto-approve@<ドメイン名>.com)。
PureMessage に付属しているバージョンの sendmail 以外の sendmail を使用してい
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る場合は、このメールエイリアスを手動で追加する必要があります。「PureMessage
for UNIX をインストールする」 の「既存の sendmail を設定する」をご覧ください。
■

「Digest Expiry」(ダイジェストの有効期限):pmx-qdigest-expire プログラムが起
動されると、ダイジェスト有効期限の設定を確認し、指定日数を経過した古いダイ
ジェストを削除します。

ダイジェストの構成内容は、さらに以下のコンポーネントが含まれます。
■

■

■

「Digest Template」(ダイジェストテンプレート):ダイジェストはテンプレートファ
イルの内容に従って作成されます。テンプレートファイルは、PureMessage インス
トールディレクトリ下の「etc」ディレクトリに保存する必要があります。テンプレー
トは必要に応じて修正可能です。使用可能なテンプレート変数やダイジェストに含ま
れる欄など、カスタムダイジェストテンプレートに関するガイドラインについては、
pmx-qdigest をご覧ください。
「Reason」(理由):メッセージが隔離された場合、メッセージが配信されなかった理
由 (「スパム」または「ウイルス」など) が隔離記録に記載されます。ダイジェスト
は、設定済みの理由に該当したメッセージに関して作成されます。
アドレスリスト:ダイジェストはユーザーリストに関連付けられています (デフォルト
では、隔離ダイジェストユーザーリスト)。カスタムのユーザーリストを設定できま
す。 カスタムのダイジェストリストの ID コードは「digest」という語で始まる必要
があります。

関連概念
外部 Sendmail を設定する（65ページ）
外部 Postfix を設定する（72ページ）
関連情報
pmx-qdigest-expire
pmx-qdigest
1人のユーザー向けの複数のダイジェストを統合する
デフォルトで隔離ダイジェストは、隔離ディレクトリにあるメッセージの宛先となって
いる各メールアカウントに対して 1つずつ作成されるように設定されています。ただし、
一部のユーザーは複数のメールアカウントを保有し、すべてのアカウントに対するすべ
ての隔離メッセージを 1つの隔離ダイジェストにまとめて表示することを希望する可能
性もあります。これを実行するには、アドレスマッピングを活用します。
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ダイジェストを 1つに統合するには以下を実行します。
1. pmx-qdigest.conf設定ファイルを編集し、consolidateオプションを「merged」
に変更することによって、統合ダイジェストを有効にします。
2. デフォルトで PureMessage インストールの下の etc ディレクトリにある
notifications 設定ファイルを編集してアドレスマッピングを設定します。1つの
ダイジェストに統合するすべてのアドレスを左側にマップし、ダイジェストの受信
者のアドレスを右側にマップするようなエントリを作成します。複数のアドレスを
入力する場合には、半角スペースを入力して区切ります。ダイジェストの受信者の
アドレスと、統合する複数のアドレスを分ける際にはコロンを使用します。
注:
統合ダイジェストが送信されてくるようになるには、右側に指定されたダイジェス
トの受信者が、隔離ダイジェストユーザーのリストにも (明示的またはワイルド
カードによる一致項目の 1つとして) 含まれている必要があります。
関連概念
PureMessage デフォルトリスト (「隔離ダイジェストユーザー」を参照)（160ページ）
隔離ダイジェストを集中管理する
中央サーバーと 1台以上のエッジサーバーを用いて複数のサーバーを展開する環境にお
いては、ダイジェストは個々のエッジサーバーからエンドユーザーへと送信されるよう
にデフォルトで設定されています。この構成では、エンドユーザーは自分宛てに送信さ
れたメッセージを隔離した各エッジサーバーから個別に 1つずつダイジェストを受け取
ります。
それに対して、PostgreSQL を使用して集中隔離管理を行うように設定すると、ダイジェ
ストを 1台のサーバーから作成できるようになります。この構成では、すべてのエッジ
サーバーから転送されてきた隔離メッセージが 1台のサーバーにまとめられ、エンドユー
ザーはそこから 1通のダイジェストを受け取ることになります。残りのサーバーの隔離
ダイジェスト機能は (スケジューラから削除して) 無効に設定できます。
隔離ダイジェストが以前はエッジサーバー上のみで実行されていた場合、新しい集中管
理用のダイジェストサーバーを設定する必要があります。この場合、「ダイジェスト設
定」での手順に従ってサーバーを設定するか、エッジサーバーからダイジェスト設定
(pmx-qdigest.conf、digest-user リスト、およびカスタマイズしたすべてのダイジェ
ストテンプレート) をコピーします。
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中央管理ダイジェストを有効に設定するには、pmx-qdigest.conf 設定ファイルを編
集し、「centralized」オプションを「true」へ変更してから、以下のコマンドを実行
してください。
pmx-qdigest-init --central

pmx-qdigest-init ユーティリティによって、集中管理ダイジェストストレージが初
期設定されます。pmx-qdigestスケジュールジョブが次回実行される場合、前回のロー
カルダイジェストメールが送信された後に隔離されたメッセージがストレージに含まれ
るようになります。このユーティリティは、以前にローカルダイジェストを作成してい
た各エッジサーバー上で実行される必要があります。
関連概念
集中隔離管理（?ページ）
ダイジェスト設定（418ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-qdigest.conf
pmx-qdigest-init
pmx-qdigest
JSMS (Java System Messaging Server) 用の隔離ダイジェストを設定する
JSMS (Java System Messaging Server) を MTA として使用している場合、エンドユー
ザーが隔離ダイジェストを受信できるようするために事前に以下の手順を実行する必要
があります。この手順によって、ダイジェストリクエストが処理される「パイプチャネ
ル」が設定されます。この手順では、JSMS と PureMessage が同一のサーバーにインス
トールされ、JSMS が LDAP と連動して使用されていることを前提にしています。使用
しているインストールによっては、手順の一部が異なる場合もあります。
注:
すべてのコマンドは root または IMTA ユーザーとして実行される必要があります。
JSMS 用に隔離ダイジェストを設定するには
1. pmx-auto-approve と名前の付けられたメールユーザーを JSMS がメールユーザー
の検索に使用する LDAP ディレクトリに追加します。
2. pmx-qdigest-approve プログラムへのシンボリックリンクを作成します。
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パスは使用している JSMS のバージョンによって異なります。下記に例を示します。
バージョン 5.2:
cd <JSMS_Install_Dir>/imta/programs
ln -s /opt/pmx/bin/pmx-qdigest-approve

バージョン 6:
cd <JSMS_Install_Dir>/data/site-programs
ln -s /opt/pmx/bin/pmx-qdigest-approve

3. 以下のコマンドを実行して、MTA と共ににプログラムを登録します。
imsimta program -a -m pmxapprove -p pmx-qdigest-approve -e pmx

4. /tmp ディレクトリに entrymod と呼ばれるテキストファイルを作成します。
pmx-auto-approve ユーザーの識別名 (Distinguished Name) には LDAP システム内

のその他の識別名と同じ形式を使用する必要があります。テキストファイルに下記
の行を追加します。
dn: uid=pmx-auto-approve, ou=people, o=internet, dc=Domain_Name,
dc=com\
changetype: modify
edit: maildeliveryoption
maildeliveryoption: program
add: mailprogramdeliveryinfo
mailprogramdeliveryinfo: pmxapprove

5. 以下のコマンドを実行して、LDAP を変更します。
ldapmodify -D 'cn=Directory Manager' -f /tmp/entrymods

6. ldapsearch コマンドを実行してエントリの変更を確定します。
ldapsearch -b 'dc=Domain_Name, dc=com' -D 'cn=Directory Manager'
uid=pmx-auto-approve

変更が正常に実行されている場合、以下の行を含む結果が表示されます。
dn: uid=pmx-auto-approve, ou=people, o=internet, dc=Domain_Name, dc=com
...
mailDeliveryOption: program
mailProgramDeliveryInfo: pmxapprove

7. 「Dirsync」 (JSMS 5.2 用のデフォルト) を「Direct LDAP」の代りに使用する場合、
以下のコマンドを実行して変更内容をデータベースと同期させます。
imsimta dirsync -F
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8. このステップは、IMTA ユーザー以外のユーザーによって JSMS がインストールされ
ている場合にのみ必要です。<JSMS_Install_Dir>/config/pipe_option とい
うファイルを作成します。ファイルが IMTA ユーザー
(<JSMS_Install_Dir>/config/imta_tailor で指定) に読み取り可能であるこ
とを確認してください。以下のエントリにおいて、パイプチャネル経由でコマンド
を実行する際の一時作業ディレクトリを指定します。
SHELL_TMPDIR=/tmp

9. JSMS がどのように受信者アドレスを書き換えるかをテストするには、以下を実行し
ます。
imsimta test -rewrite pmx-auto-approve@Domain_Name.com

設定が正しい場合には、以下に類似した出力が表示されます。
Expanded address:
pmx-auto-approve@Domain_Name.com
Submitted address list:
pipe
pmx-auto-approve%pmxapprove@pipe-daemon\
(orig pmx-auto-approve@Domain_Name.com,\
inter pmx-auto-approve@Domain_Name.com,\
host pipe-daemon) *NOTIFY-FAILURES*\
*NOTIFY-DELAYS*

10. サーバー名がドメイン名に含まれている場合には、JSMS はダイジェストリクエスト
を処理できない場合があります。必要に応じて、「aliases」ファイルを編集してエ
イリアスを作成します。
バージョン 5.2:
<JSMS_Install_Dir>/imta/config/aliases

バージョン 6:
<JSMS_Install_Dir>/config/aliases

以下の行を「aliases」ファイルに追加します。
pmx-auto-approve@Server_Name.Domain_Name.com:
pmx-auto-approve@Domain_Name.com

11. 下記のコマンドを実行して、エイリアスを有効にします。
./imsimta refresh
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3.6.2.2 隔離ダイジェストを作成する
隔離ダイジェストの作成と管理には、3つのプログラムが使われています。
pmx-qdigest、pmx-qdigest-approve、および pmx-qdigest-expire の 3つで
す。これらのプログラムは、スケジュールジョブとして自動的に実行されます。スケ
ジュールジョブの推奨設定については、「ダイジェストタスクをスケジュール設定す
る」をご覧ください。
これらのスケジュールジョブは、以下のタスクを自動的に実行するために使用されま
す。
■

■

■

■

ダイジェストの作成:pmx-qdigest プログラムが隔離されたメッセージを解析し、隔
離ダイジェストを作成します。このプログラムは pmx-qdigest.conf での設定に
従って機能します。pmx-qdigest.conf設定は手動で編集することができ、 Manager
の「Quarantine」(隔離) タブにある「Digest Rules」(ダイジェストルール) ページか
ら管理することもできます。pmx-qdigest は、各設定ユーザーに対して、隔離ディ
レクトリにあるそのユーザー宛ての全メッセージをリスト化したメールを作成しま
す。
エンドユーザーによるメッセージ取り出しリクエスト:ユーザーがダイジェストメール
を受け取った場合、そのダイジェストメールに返信することで隔離ディレクトリから
メッセージを取り出すことができます。隔離ディレクトリから特定のメッセージを取
り出すには、ユーザーは目的のメッセージ ID をクリックして、そのメッセージの ID
を含む返信メールを作成する必要があります。ダイジェスト内にリストされている
メッセージをすべて取り出す場合は、ユーザーはダイジェストメッセージに返信する
必要があります。
エンドユーザーの取り出しリクエストの処理:pmx-qdigest-approve プログラムは
エンドユーザーからのメッセージ取り出しのリクエストを処理します。エンドユー
ザーが隔離ディレクトリにある特定のメッセージの配信依頼を行うと、pmx-qdigestapprove がそのメッセージを取り出し、配信キューに追加します。
待機中ダイジェストの有効期限:PureMessage では各隔離ダイジェストの記録を保管
しています。エンドユーザーが隔離ディレクトリにある特定のメッセージの配信を依
頼すると、pmx-qdigest-approve はそのメッセージの取り出しリクエストをアー
カイブされたダイジェスト記録と照らし合わせて確認します。定期的に (デフォルト
では、5日に 1回)、ダイジェストのアーカイブを消去する必要があります。
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pmx-qdigest-expire プログラムがアーカイブされたダイジェスト記録を消去しま
す。
注:
一部のメールクライアント (Microsoft Outlook など) には、オプションでエンドユー
ザーによる設定変更が可能なメッセージフィルタリング機能が内蔵されています。こ
のようなフィルタリング機能によって、隔離ダイジェストがエンドユーザーのメール
クライアントによってフィルタリングされてしまいます。ユーザーは自分のローカル
メールクライアントのフィルタを無効に設定するか、そのフィルタが PureMessage 隔
離ダイジェストを除外するように設定を調整できます。ローカルメールクライアント
のフィルタ機能の調整方法については、「ローカルのフィルタからダイジェストを除
外する」をご覧ください。
関連概念
自動隔離タスクをスケジュール設定する（429ページ）
ダイジェストタスクのスケジュール設定（429ページ）
隔離ダイジェストルールを管理する（203ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
エンドユーザー関連のドキュメンテーション:ローカルのフィルタからダイジェストを除
外する
pmx-qdigest.conf
pmx-qdigest
pmx-qdigest-approve
pmx-qdigest-expire
3.6.2.3 隔離ダイジェストのトラブルシューティング
このセクションには、隔離ダイジェストを作成する際によく発生する問題のトラブル
シューティングに役に立つ情報を記載しています。
注:
以下に表示するコマンドは、使用する OS や PureMessage インストールパラメータ (イ
ンストールパス、隔離場所など) によって異なる場合があります。必要に応じて変更し
てください。すべてのコマンドは PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) で
実行される必要があります。
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ダイジェストが作成されない
1. 以下のコマンドが PureMessage Manager でスケジュールジョブとし実行されている
ことを確認します。シェルプロンプトで以下のコマンドを実行し、エラーが発生し
ないかを確認します。
pmx-qindex
加します)

(新しいメッセージを PureMessage 隔離ディレクトリに追

pmx-qdigest -verbose (ダイジェストを生成し、詳細なフィードバックを提供します)

pmx-queue run

(メッセージキューにあるダイジェストを配信します)

2. 以下のコマンドを実行して sendmail および PureMessage が実行されていることを
確認します。
pmx status

(PureMessage のステータスが返されます)

ps -uwax|grep sendmail
セスとして表示されます)

(FreeBSD または Linux: sendmail が実行中のプロ

...または...
ps -ef|grep sendmail
されます)

(Solaris: sendmail が実行中のプロセスとして表示

3. 以下のコマンドを実行してメッセージアクティビティを監視し、sendmail と
PureMessage が通信していることを確認します。
pmx-mlog -verbose

このコマンドは PureMessage のメッセージログを読み取ります。メッセージアク
ティビティが存在しない場合、sendmail.mc設定ファイルに以下の内容に類似した
行があるかどうかを確認します。
INPUT_MAIL_FILTER('Policy','S=inet:3365@localhost,F=T,T=C:5m;E:8m;R:4m;S:2m')dnl

この行が存在していながらも、アクティビティはないという場合、適切な sendmail
バイナリ (システムに付属の sendmail ではなく、PureMessage に付属の sendmail
など) が使用されているかどうかを確認してください。
4. システムでディスク容量が不足したことがあった場合、以下のコマンドによって提
供される値を比較します。
$ pmx-qdigest --dump|grep ^@
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$ cat /opt/pmx/var/qdir/counters/pmx-queue.cnt
$ cat /opt/pmx/var/qdir/db.conf

最初の 2つのコマンドによって返された数値と db.conf 内の last_id 設定の値は、
db.conf.の num_msg の値を超過できません。値が適切でない場合、PureMessage
のテクニカルサポートに連絡し、上記の 3つのコマンド出力も併せて提供してくださ
い。
一部のユーザーがダイジェストを受信しない
1. ダイジェストメールを受信していないユーザーが「Quarantine digest users list 」
(隔離ダイジェストメールリスト) に登録されているメンバーであることを確認しま
す。リストに含まれるメンバーは、PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー)
タブで参照できます。
2. ダイジェストに含まれていなかったユーザー宛てのメッセージが隔離ディレクトリ
内に存在することを確認します。
ダイジェストに含まれているメッセージを確認するには、コマンドライン上で以下
のコマンドを入力します。
pmx-qdigest --dump

このコマンドに関連するソートおよびフィルタリング出力の情報については、man
pmx-qdigest を入力します。
ユーザーが隔離されたメッセージを取り出せない
■

■

■

ユーザーが隔離ダイジェストに返信して隔離ディレクトリからメッセージを取り出す
リクエストをした場合、そのメッセージが PureMessage サーバーへ届いているかど
うかを sendmail のメールログで確認してください。エンドユーザーからのダイジェ
ストへの返信が PureMessage サーバーへ届いていない場合は、メールルーティング
が正しいかどうかを確認してください。
リクエストされているメッセージが、pmx-qexpire のスケジュールジョブによって
隔離ディレクトリから削除されていないことを確認します。メッセージの日付を
etc/pmx.d/quarantine_expire.conf の expire_time の値と比較します。
ダイジェストの日付と /opt/pmx/etc/pmx-qdigest.conf 内の expire の値 (デフォ
ルトでは 5日に設定) を比較し、隔離ダイジェスト自体の有効期限が切れていないか
どうかを確認します。
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エラーメッセージ:「Can't call method min_digest_id on an undefined value」(未定義
の値に min_digest_id メソッドを呼び出せません)
以下の pmx-qdigest エラーは隔離検索データベース
(/opt/pmx/var/qdigest/scan.db) が破損していることが原因で発生している可能
性があります。
Can't call method 「min_digest_id」 on an undefined value
/opt/pmx/bin/pmx-qdigest line n
■

以下のコマンドを実行して確認を行います。
pmx-qdigest --dump

この方法で各種ダイジェストおよびユーザー別の隔離 ID のリストが作成されずに上
記のようなエラーが返される場合、scan.db ファイルが原因である可能性が非常に
高いと考えられます。
■

ファイルの権限や所有者が正しいかどうかを確認してください。
permissions:-rw-r--r-owner:
pmx
group:
pmx

■

これらが正しくない場合は chmod または chown で修正することで問題が解決する可
能性があります。権限および所有者が正しい場合、または、これらの設定をデフォル
トに戻しても問題が解決されない場合は、新規に scan.db ファイルを作成します。
cd 'pmx prefix'/var/counters
mv scan.db scan.db.broken
pmx-qdigest --earliest <YYYY-MM-DD hh:mm:ss>

<YYYY-MM-DD hh:mm:ss> には、ダイジェストに含める最も古いメッセージの日付を
設定します。隔離検索がこの時点から開始されます。
pmx-qdigest コマンドが完了すると scan.db データベースが再生成されます。次
回の隔離ダイジェストは、実行中に検出された最後の隔離 ID (この場合、隔離ディレ
クトリ内にある最新のメッセージ) から始まります 。
次回に pmx-qdigest がスケジューラによって実行されると通常のように処理が実行
されます。
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3.6.3 自動隔離タスクをスケジュール設定する
自動隔離管理タスクの多くは、スケジュールジョブとして実行できます。これらのタス
クの一部は、PureMessage のインストール時にインストールと設定が可能です。隔離ダ
イジェストタスクを含んだその他のタスクは、手動で設定可能です。
■

■

隔離メッセージのインデックス化:pmx-qindex) メッセージの並べ替えと取得をより
速くするために、このタスクによって隔離ディレクトリに送られた新しいメッセージ
のインデックスが作成されます。
隔離メッセージの有効期限:pmx-qexpire) 指定日時を過ぎた隔離ディレクトリのメッ
セージを削除またはアーカイブします。

デフォルトの隔離ダイジェストスケジューラのジョブは、PureMessage のインストール
中に (無効の状態で) 作成されます。これらのタスクの設定や有効設定は、コマンドライ
ン上で pmx-scheduler, を使用するか、PureMessage Manager の「Local Services」
(ローカルサービス) タブにあるスケジュールジョブのセクションを使用します。
自動実行されるようスケジュール設定されているプログラムについては「隔離ダイジェ
ストを作成する」で個別に説明されています。
関連概念
隔離メッセージを期限切れにする（?ページ）
隔離ダイジェストを作成する（424ページ）
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-scheduler
3.6.3.1 ダイジェストタスクのスケジュール設定
タスクまたはジョブのスケジュール設定は、PureMessage Manager (「スケジュールジョ
ブ」を参照) を使用するか、PureMessage コマンドラインプログラム (pmx-scheduler
を参照) を使用するか、設定ファイルのetc/scheduler.conf と
etc/scheduler.d/*.conf を直接編集して設定できます。
隔離ダイジェストの作成・管理プログラムに関係するスケジューラのデフォルト設定の
例を以下に示します。pmx-queue プログラム (インストール時にデフォルトで構築さ
れ、有効に設定) が、隔離ダイジェスト配信を処理するために、スケジューラジョブと
して実行されていることが前提となります。
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pmx-qdigest:隔離ダイジェストは pmx-qdigest プログラムによって作成されます。こ
のプログラム (/opt/pmx/etc/scheduler.d/pmx-qdigest.conf) に関するデフォ
ルトのスケジューラ設定ファイルは以下のようになります。
<event pmx-qdigest>
desc = "Send out quarantine digests"
type = exec
action = "pmx-qdigest --quiet"
enabled = 1
<when>
s = 0
m = 0
h = 15
</when>
</event>

コマンドラインスイッチのリストについては pmx-qdigest の man ページをご覧くだ
さい。
pmx-qdigest-expire:pmx-qdigest-expire プログラムは指定期限を過ぎた古いダイ
ジェストを削除します。このプログラム (/opt/pmx/etc/scheduler.d/pmx-qdigestexpire.conf) に関するデフォルトのスケジューラ設定ファイルは以下のようになりま
す。
<event pmx-qdigest-expire>
desc = "Expire pending digests"
type = exec
action = "pmx-qdigest-expire --quiet"
enabled = 1
<when>
s = 0
m = 13
h = 4
</when>
</event>

コマンドラインスイッチのリストについては pmx-qdigest-expire の man ページを
ご覧ください。
関連タスク
スケジュールされたジョブを管理する（251ページ）
関連情報
pmx-scheduler
pmx-qdigest
pmx-qdigest-expire
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3.6.4 メッセージの隔離場所の管理
■

■

■

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-quarantine:メッセージ隔離場所を制御する pmx-store コマ
ンドを起動します。
/opt/pmx/bin/pmx-store:メッセージの隔離場所の管理インターフェース。
/opt/pmx/bin/pmx-store-import:PureMessage のメッセージ隔離場所からメッ
セージをインポートします。
/opt/pmx/bin/pmx-store-export:PureMessage のメッセージの隔離場所から
メッセージをエクスポートします。
/opt/pmx/bin/pmx-store-expire:PureMessage のメッセージの隔離場所にある
メッセージを期限切れにします。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/data/resources/available.d/quarantine_expire.conf:pmx-storeexpire プログラム用の設定を保管します。quarantine_expire.conf の man
ページにある、このファイルの手動変更についての警告を必ずお読みください。

関連情報
pmx-quarantine
pmx-store
pmx-store-import
pmx-store-export
pmx-store-expire
quarantine_expire.conf

3.7

エンドユーザー管理

このセクションでは、PureMessage エンドユーザーに使用可能にできるオプションにつ
いて説明します。PureMessage エンドユーザーとは、 によって処理されるメールの送
信者および受信者である組織内のユーザーです。
PureMessage によってエンドユーザーは Web ページからメッセージを管理できます。
EUWI (End User Web Interface) を使用することで、ユーザーは自分で「Approved
(whitelisted) Senders」(許可リストにある許可された送信アドレス) と「Blocked
(blacklisted) Senders」( ブロックリストにある拒否された送信アドレス) のリストを作
成し、自分だけの隔離メッセージを管理できます。
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EUWI はさまざまな PureMessage Manager 機能を使用して管理します。PureMessage
EUWI (End User Web Interface) は HTTPD (RPC/UI) サービスによって実行されます。こ
のサービスのステータスは、「Local Services」(ローカルサービス) タブに表示されま
す。このタブから EUWI 関連の設定オプションにアクセスすることもできます。また、
HTTPD (RPC/UI) サービスは pmx-httpd および pmx-rpc-enduser のコマンドライン
プログラムで制御およびテストすることもできます。
EUWI にアクセスできるエンドユーザーは、「Policy」(ポリシー) タブで設定されたリス
トによって決まります。事前に設定された許可エンドユーザーのリストを変更するに
は、「PureMessage Manager レファレンス」の「Policy」タブのセクションの「リスト
を編集する」をご覧ください。デフォルトのインストールでは、opt/pmx/etc ディレ
クトリ内の enduser-users リストの 「*」 ワイルドカード設定により、すべてのユーザー
が EUWI にアクセスできます。ユーザーアクセスを制限するには、enduser-users リス
トに一致する email glob 構文を使用します。詳細については、「PureMessage Manager
レファレンス」の「一致タイプ」セクションの「Email Globs」をご覧ください。
多数の EUWI オプションを「Quarantine」(隔離) タブで設定できます。場所とセッショ
ンのオプションを設定するには、「PureMessage Manager レファレンス」の「エンド
ユーザーオプションを設定する」をご覧ください。特定のコンポーネント (ユーザーご
との許可リストなど) へのエンドユーザーアクセスを設定するには、「PureMessage
Manager レファレンス」の「エンドユーザー機能を設定する」をご覧ください。各エン
ドユーザーに対する許可リストおよびブロックリストを管理するには、「PureMessage
Manager レファレンス」の「Quarantine」(隔離) タブのセクション内にある「エンド
ユーザーの許可リストを管理する」および「エンドユーザーのブロックリストを管理す
る」をご覧ください。
EUWI のユーザー別リストに加えた変更は、すべての PureMessage ホストで同期されま
す。PureMessage ホストを RPC リストに追加するには、「Policy」(ポリシー) タブを使
用します。すべての PureMessage サーバーの IP アドレスを設定するには、
「PureMessage Manager レファレンス」の「Policy」(ポリシー) タブに関するドキュメ
ントで「PureMessage のデフォルトのリストについて」セクションの「RPC ホスト」エ
ントリをご覧ください。
関連概念
照合タイプ（?ページ）
エンドユーザーのリストを管理する（197ページ）
PureMessage のデフォルトのリスト (RPC ホストを参照)（160ページ）
関連タスク
リストを編集する（164ページ）
リストまたはマップを作成する（154ページ）
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エンドユーザーオプションを設定する（187ページ）
エンドユーザー機能を設定する（189ページ）
関連情報
pmx-httpd
pmx-rpc-enduser

3.7.1 Http/Https アクセスを設定する
デフォルトで、エンドユーザーはポート 28443 の HTTPS 接続で EUWI に接続します。
オプションで、保護されていない EUWI に対しポート 28080 で HTTP アクセスができる
ように PureMessage を設定できます。
HTTP と HTTPS の両方で EUWI アクセスを許可するには、以下を実行します。
コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下のコマンドを実行します。
ln -sf /opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl/default.conf
/opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl.conf

HTTPS のみをデフォルト設定に戻すには、以下のコマンドを実行します。
ln -sf /opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl/http.conf
/opt/pmx/etc/manager/httpd2/ssl.conf

注:
指定した設定は同一サーバー上にある Groups Web Interface にアクセスする際にも使
用されます。

3.7.2 End User Web Interface の GMT オフセットを調整する
隔離では、メッセージの日付と時刻は GMT (グリニッジ標準時) で保存されます。
enduser.conf ファイルの gmt_offset オプションに入力した値がメッセージの日付と
時刻に加算または減算されることにより、メッセージが現地時間で表示されます。たと
えば、あるメッセージのタイムスタンプが GMT の午前 9時で、このテキストボックスの
値が「2h」(2時間) である場合、EUWI に表示されるメッセージの時刻は午前 11時にな
ります。この値の前にマイナス記号を付けると、その値が GMT から減算されます。
GMT オフセットを変更するには
1. /opt/pmx/etc/enduser/enduser.conf ファイルで gmt_offset オプションを
目的の値に変更します。
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2. コマンドラインで、「pmx」ユーザーとして以下を実行します。
pmx-profile sync-to-db --resource=enduser_user_store --force
pmx-profile sync-to-db --resource=enduser_config --force

関連タスク
エンドユーザーオプションを設定する（187ページ）

3.7.3 ダイジェストで End User Web Interface に静的にリンクする
PureMessage を利用するメールユーザーは、digest-spam.tmpl テンプレートに End
User Web Interface (EUWI) への静的リンクが追加されると、隔離ダイジェストを使用し
て EUWI にアクセスできます。
注:
EUWI で以前に認証されていないエンドユーザーは、まず EUWI ログインページでパス
ワードを要求する必要があります。エンドユーザー認証の詳細については、ユーザー
ドキュメントの「End User Web Interface にアクセスする」をご覧ください。
ユーザーが EUWI で認証されると、セッション cookie が作成されます。ダイジェスト
メッセージ内から静的 EUWI リンクをクリックすると、ユーザーはこの cookie によって
自動的に認証されます。
静的リンクを追加するには
1. コマンドラインで、英語のテンプレートのディレクトリ (デフォルトでは
/opt/pmx/etc/templates/en/) に移動します。
2. 任意のエディタで digest-spam.tmpl テンプレートを開きます。
3. このテンプレートにエンドユーザー URL リンクを追加します。たとえば、次の URL
を digest-spam.tmpl テンプレートに追加できます。「アカウントにログインす
るには、この <a href="http://computer.example.com:28080/">End User Web
Interface</a> リンクをクリックします。」EUWI リンクを確認するには、Manager
の「Quarantine」(隔離) タブに移動し、「End User Options」(エンドユーザーオプ
ション) をクリックします。「End User URL」(エンドユーザー URL) テキストボッ
クスに EUWI へのリンクが表示されます。
4. digest-spam.tmpl テンプレートを保存します。
関連情報
End User Web Interface にアクセスする
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3.7.4 End User Web Interface を無効にする
何らかの理由で EUWI (End User Web Interface) を無効にする場合は、PureMessage
Manager の「Local Services」(ローカルサービス) タブでサービスを停止し、init.d
ディレクトリ (デフォルトでは /opt/pmx/etc) から pmx-httpd シンボリックリンクを
削除します。
「Quarantine Digests」(隔離ダイジェストメール) を無効にした場合は、「管理者レファ
レンス」の「ダイジェスト管理」の手順に従って再度有効にします。
関連概念
ダイジェスト管理（417ページ）

3.7.5 EUWI にカスタムグラフィックスを追加する
PureMessage では、End User Web Interface (EUWI) の Sophos グラフィックスをカスタ
ムグラフィックス (組織や企業のロゴなど) に置き換えることができます。これらのグラ
フィックスは、EUWI を使用して隔離メッセージを管理しているメール受信者に表示さ
れます。
カスタムロゴを追加するには
1. EUWI サーバーに PureMessage ユーザー (デフォルトでは 「pmx」) としてログイン
します。
2. skins ディレクトリ内に、カスタムグラフィックスのディレクトリを作成します。
カスタムロゴの保存にはこのディレクトリが使用されます。以下のコマンドを実行
します。
cd /opt/pmx/lib/manager/HTTPD/www/skins/
cp -r default <CustomGraphicsDirName>

cp コマンドにより、default ディレクトリに基づいて新しいディレクトリが作成
されます。
3. /opt/pmx/etc/enduser/enduser_ui.conf ファイルに次の行を追加します。
skin = <CustomSkinName>

これにより、HTTPD (RPC/UI) サービスの再起動時に新しいカスタムグラフィックを
使用するように EUWI が設定されます。
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4. enduser_ui.conf.ppmdist ファイルが /opt/pmx/etc/enduser/ ディレクト
リにある場合は、次のコマンドを実行して PureMessage ユーザーのホームディレク
トリにそのファイルを移動します。
cd /opt/pmx/etc/enduser/
mv enduser_ui.conf.ppmdist ~/enduser_ui.conf.ppmdist.backup

または、mv コマンドを次のコマンドに置き換えてファイルを削除します。
rm enduser_ui.conf.ppmdist

5. [オプション] 必要に応じて、次のガイドラインに従ってロゴをカスタマイズします。
■

■

■

■

■

.gif ファイルのみを使用します。
/opt/pmx/lib/manager/HTTPD/www/skins/default/ ディレクトリ内の
ファイル、またはファイルの権限は変更しないでください。
/opt/pmx/lib/manager/HTTPD/www/skins/<CustomSkinName>/ ディレク
トリ内のファイル名は変更しないでください。つまり、内容は変更しても同じファ
イル名を使用してください。
権限は保持してくださ
い。/opt/pmx/lib/manager/HTTPD/www/skins/default/ ディレクトリ内
のファイルと比較してください。
Web デザインの専門知識があるユーザーは、/background_image.css ファイ
ルと /main.css ファイルを変更することによって、EUWI をさらにカスタマイズ
できます。

6. 次のコマンドを実行して、カスタマイズを完了します。
pmx-profile sync-to-db

--resource=enduser_ui_config

--force

pmx-httpd restart

7. EUWI を起動してカスタマイズを確認します。
EUWI のデフォルトのグラフィックスに戻すに
は、/opt/pmx/etc/enduser/enduser_ui.conf ファイルで skin = default を設
定し、上記の手順 6 と 7 を実行します。

3.7.6 ユーザードキュメント
EUWI (End User Web Interface) を使用している PureMessage クライアントは、基本的
な PureMessage の概念を紹介し、エンドユーザーによる設定が可能なすべてのオプショ
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ンの手順について説明したドキュメントにアクセスできます。EUWI へのログイン中、
サイドバーの「Help」(ヘルプ) をクリックすると、ヘルプ情報が表示されます。
関連情報
PureMessage によるスパムの特定方法
PureMessage EUWI (End User Web Interface)
End User Web Interface にアクセスする
ブロックされたメッセージ
削除されたメッセージ
許可された送信アドレス
拒否された送信アドレス
オプション
メールクライアントソフトウェアにルールを設定する
隔離ダイジェスト
クライアントソフトウェアルールからダイジェストを除外する

3.8

ログおよびレポート

ここでは、アクティビティを登録するログファイルの管理とログに記録されるアクティ
ビティについて説明します。また、このデータの一部を使用して作成するレポートにつ
いても説明します。
PureMessage は、パフォーマンス、動作、およびメッセージ処理の統計情報に関する
種々のレポートをグラフと表の形式で提供します。これらレポートは、自動生成される
ようにスケジュール設定して、1人または複数の指定した受信者にメールで送信でき、
他のアプリケーションで使用するために CSV 形式でエクスポートすることも可能です。
これらの操作はすべては PureMessage Manager から実行でき、コマンドラインからも
同様に実行できます。
レポートデータはさまざまなシステムと PureMessage のログファイルから収集され、
PostgreSQLデータベースに保存されます。ログからレポートデータを収集してデータ
ベースに入力するタスクは、デフォルトで有効に設定されているスケジュールジョブと
して実行できます。
ログファイル自体もセキュリティ対策の一環として解析可能で、PureMessage では 2つ
の機能を提供しています。ログウォッチ (Log Watch) 機能では、PureMessage メッセー
ジログを検索し、異常な内容についてのレポートを作成します。ログ監視 (Log Monitor)
機能では、指定した特定のエントリに関して message_log を検索した上で、引き続き
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解析を実行できるように独自のログエントリを生成し、PureMessage が自動的にそれら
のエントリを処理できるようにします。
また、ここでは PureMessage 監視についても説明します。この監視機能によって、管
理者は特定の現象のパターンが発生していないかを message_log を監視して確認した
り、一定のしきい値を超えるとアクションイベントを適用するようにしきい値を設定す
ることが可能になり、さらにそれらのアクションイベントに対して 4つの指定アクショ
ンの中の 1つを実行できます。PureMessage 監視の機能は、スケジュールジョブの一部
として提供されます。

3.8.1 PureMessage レポート
レポートとは、システムおよび PureMessage ログから収集した情報をまとめた、さま
ざまなシステム動作に関するサマリ情報です。レポートデータは PostgreSQL データベー
スに保管されます。レポートは、必要に応じて閲覧したり、定期的にメールで受け取る
ことができます。
システムログレポートは pmx.conf 設定ファイル (デフォルトでは、pmx_log) の log_to
設定で指定されたファイルから作成されます。これらのレポートはスケジュールジョブ
とて実行したり、コマンドラインから手動で実行できます。
■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-set-message-size-ranges:レポートデータベー
スを再作成する必要がある場合、このプログラムを１度だけ実行して、
「prd_msg_size_range」テーブルのサイズ範囲を追加します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-set-probability-ranges:レポートデータベー
スを再作成する必要がある場合、このプログラムを１度だけ実行して、
「prd_probability_range」テーブルのスパム確率範囲を追加します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-set-time-ranges:このコマンドが頻繁に実行され
るようにスケジュール設定して、pmx-reports-consume-message-log、
pmx-reports-consume-pmx-log、pmx-reports-consume-quarantine コマ
ンドより常に先に時間範囲が 「prd_period」テーブルに追加されるようにします。

■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-consume-message-log:このコマンドをスケジュー
ル設定 (または手動で実行) して、レポートデータベースに message_log のデータが
確実に反映されるようにします。

■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-consume-pmx-log:このコマンドをスケジュール設
定 (または手動で実行) して、レポートデータベースに pmx_log のデータが確実に反
映されるようにします。
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■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-consume-blocklist-log:このコマンドをスケ
ジュール設定 (または手動で実行) して、blocklist_log からのレポートデータを収
集します。

■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-consume-quarantine:このコマンドをスケジュー
ル設定 (または手動で実行) して、レポートデータベースに隔離データが確実に反映さ
れるようにします。

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-reports-mailer:このコマンドをスケジュール設定 (または
手動で実行) して、6つのレポートをどれでも作成することができ、さらに、特定の
メールアドレスへレポートをメール送信できます。
/opt/pmx/bin/pmx-reports-mailer-v2:レポート用に Groups Web Interface を
使用している場合、このコマンドをスケジュール設定 (または手動で実行) してレポー
トを作成し、特定のメールアドレスへメール送信できます。

関連情報
pmx.conf
pmx-reports-set-message-size-ranges
pmx-reports-set-probability-ranges
pmx-reports-set-time-ranges
pmx-reports-consume-message-log
pmx-reports-consume-pmx-log
pmx-reports-consume-blocklist-log
pmx-reports-consume-quarantine
pmx-reports-mailer\sftnbj
pmx-reports-mailer-v2

3.8.2 PureMessage ログ
ログはテキスト形式で種々のシステムアクティビティを自動で記録するもので、
PureMessage のシステム動作に関する有益な情報を提供します。
■

■

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-log:PureMessage の制御プログラムログに関して taiｌ また
は grep を実行します。
/opt/pmx/bin/pmx-log-summary:PureMessage の制御プログラムログに関して
概要情報をまとめます。
/opt/pmx/bin/pmx-logsearch:Provides options for searching the PureMessage
logs.
/opt/pmx/bin/pmx-mlog:PureMessage のメッセージログに関して taiｌ または
grep を実行します。
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■

■

/opt/pmx/bin/pmx-csl:PureMessage のセントラルサーバーログを管理します。
/opt/pmx/bin/pmx-mark:ログファイルにタイムスタンプのマークを書き込みま
す。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/logrotate.conf:logrotate ユーティリティ用の設定ファイル
(一部の UNIX システムには標準装備) で、 PureMessage ログファイルの処理方法
を決定します。

関連情報
mx-log
pmx-log-summary
pmx-logsearch
pmx-mlog
pmx-csl
pmx-mark
logrotate.conf
3.8.2.1 メッセージログ構文
メッセージログは、PureMessage Milter により処理された各メッセージについての情報
を保管しています。ログファイルは pmx.conf 設定ファイル (デフォルトでは、
var/log/message_log) の message_log 設定で指定されています。
メッセージログファイルでは、1行に各メッセージ 1通分のデータを記載します。各行の
最初に、メッセージが処理された日付と時刻が記載されます。残りのフィールドは、
Key/Value の組み合わせとなっており、 「=」で区切られています。Key/Value の組み
合わせではなく、Key のみで構成されるフィールドもあります。 その場合、「=」記号
は含まれません。
キー:
■

a:メッセージの Milter ステータスのアクションと最終アクションを実行したコールバッ
ク。

■

action:メッセージに対して実行された PureMessage による処理アクション。

■

at:添付ファイル (「添付ファイル情報を追加する」をご覧ください)。

■

■

b: ブロックリストの理由 (「reject」または「ok」) を示し、pmx_blocklist のポリ
シールールが使用された際に表示されます。
f:Envelope-from (送信者) のアドレス。
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■

fur:最初の信頼できないリレーの IP アドレス。

■

h:スパムルール名。複数のスパムルールに合致した場合、繰り返し表示されます。

■

p:メッセージのスパムスコア (0 ～ 1 の間の数字)。

■

pmx_action:メッセージに対して実行された最後のアクションやアクションの実行理
由などを最大 5つまで含めることができます。アドレスが PureMessage グループに
属する場合、個別の受信者の後にグループ名がリスト表示されます。受信者がエイリ
アスを持つ場合、エイリアスがエントリの最後に表示されます。エイリアスがない場
合は、受信者のアドレスが繰り返して表示されます。5つの部分に該当する情報のい
ずれかが不明または該当内容がない場合には、ダッシュ (「-」) が代わりに表示され
ます。

■

q:メッセージの sendmail キュー ID。

■

r:リレー SMTP サーバーのホスト名。

■

Size:バイトを単位として表示したメッセージのサイズ。

■

t:Envelope-to (受信者) アドレス。メッセージに複数の受信者が設定されているときは
繰り返し表示されます。

■

tm:メッセージの処理にかかった時間 (秒)。

■

v:ウイルス ID。複数のウイルスが発見された場合、繰り返し表示されます。

■

vs:メッセージに関してウイルスの検索が実行されたことを記録します。

リターンコード:
■

a: accept (容認)

■

c: continue (続行)

■

d: discard (破棄)

■

r: reject (拒否)

■

t: tempfail (一時的なエラー)

イベントコード:
■

eom: end of message (メッセージの終わり)

■

eoh: end of headers (ヘッダーの終わり)

■

connect:MTA connect (MTA 接続)

■

abort:MTA abort (MTA 中断)

例:
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たとえば、メッセージを記録した message_log の通常の行は以下のように表示されま
す。
2007-01-27T16:48:58 q=i0S0miXk018339 f=<sender@domain.com>
t=<recipient@example.org> p=0.351 h=RCVD_IN_SBL h=EXCUSE_19
h=LINES_OF_YELLING h=__EVITE_CTYPE h=__CTYPE_CHARSET_QUOTED
h=__CT_TEXT_PLAIN h=__CT h=__HAS_MSGID h=FREE_MONEY h=__SANE_MSGID
h=NO_REAL_NAME h=__TO_MALFORMED_2 h=__MIME_TEXT_ONLY h=__MIME_VERSION
Size=2274 r=relay.someplace.net tm=1.80 a=a/eom

このメッセージは、2007年 1月 27日 16:48:58 に sender@domain.com から
relay.someplace.net 経由で recipient@example.org へと送信されたものです。 このメッ
セージのサイズは 2274 バイトあり、処理に 1.0 秒かかっています。 多数のスパム対策
ルール条件と合致し、総スパムスコアは %35.1 となり、end of message (eom) イベン
トにおいて mailer によって許可されています。
メッセージログ情報をカスタマイズする
pmx_mark および pmx_mark1 ポリシーアクションを使用してカスタマイズした key およ

び key/value をメッセージログへ追加で書き込むことができます。(PureMessage Manager
では、これらのアクションは「Log the message with key/value pair」や「Log the
message with keyword」と呼ばれます。詳細については、「PureMessage Manager レ
ファレンス」の「Policy」(ポリシー) タブに関するセクションにある「定義済みのアク
ション」をご覧ください。）たとえば、デフォルトのポリシーフィルタでは、メッセー
ジがローカルホストから送信されたことを示す「i」というキーを追加します。 また、
「Size」キーにメッセージサイズの値をバイトで追加します。pmx_testプログラムは、
メッセージをトラッキングするために Test-ID の key/value を追加します。
メッセージログレポートをカスタマイズする
メッセージログからカスタムレポートを作成するためには、他社製の種々のツールを使
用できます。また、pmx-mlog プログラムとgrepオプションを組み合わせて活用し、
メッセージログからデータを抽出することも可能です。ログ内容を複数行で表示するに
はpmx-mlog で--verboseオプションを使用します。
関連概念
添付ファイル情報を追加する（444ページ）
定義済みのアクション（?ページ）
関連情報
pmx.conf
ポリシーアクション
pmx-test
pmx-mlog
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3.8.2.2 その他のログファイル構文
message_log とは異なり、pmx_log は各メッセージを 1行のサマリ情報として表示せ
ずに、pmx-milter 処理におけるデバッグ、情報、通知、警告、およびエラーメッセー
ジに関する情報をログに記録します。このログ記録の詳細は、pmx.confの debug_level
の設定により制御されます。デフォルトでは debug_level は 0 に設定されており、優先
順位が「DEBUG」となっているログメッセージは表示されません。数値 (最大 9) が大き
くなると、pmx_log へ送信される情報量も多くなります。
PureMessage での問題をデバッグしたり、特定のポリシーテストとアクションを探す際
には、この debug_level を 5 以上に設定します。ログは情報量の多い詳細な記録とな
るため、トラブルシューティングが終了したり、pmx_log を頻繁に logrotate を実行
するように設定する際には、debug_level を 0 に戻してください。
PureMessage ログの管理でのログローテーションの使用に関する詳細情報については、
「PureMessage for UNIX をインストールする」の「PureMessage ログファイルをロー
テーションする」のセクションをご覧ください。
関連概念
PureMessage ログファイルをローテーションする（54ページ）
関連情報
pmx.conf
pmx-milter
3.8.2.3 検索不能なデータに関してレポートを作成しない
検索不可能なデータのレポートが不要な場合、デフォルトのポリシー (policy.siv) を
修正します。この修正は「Policy」(ポリシー) タブまたはコマンドラインから実行でき
ます。以下の方法で、内部と外部の両方のホストチェックセクションを修正できます。
内部ホストチェック
# attr NAME=Reject mail containing viruses
if pmx_virus {
# attr NAME=Check for certain error codes
if not pmx_virus_id :comparator "i;ascii-casemap" \
:matches ["SOPHOS_SAVI_FILE_ENCRYPTED","SOPHOS_SAVI_FILE_CORRUPT",\
"SOPHOS_SAVI_FILE_PART_VOL"] {
reject :rcode 550 "One or more viruses were detected in the message.";
pmx_mark "I-Virus" "%%VIRUS_IDS%%";
stop;
}
}
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外部ホストチェック
if pmx_virus {
# attr NAME=Check for certain error codes
if not pmx_virus_id :comparator "i;ascii-casemap" \
:matches ["SOPHOS_SAVI_FILE_ENCRYPTED","SOPHOS_SAVI_FILE_CORRUPT",\
"SOPHOS_SAVI_FILE_PART_VOL"] {
pmx_quarantine "Virus";
pmx_mark "E-Virus" "%%VIRUS_IDS%%";
}
}

注:
検索不可能なファイル (暗号化ファイルまたは破損ファイル) にはウイルスが含まれて
いる可能性があります。
関連概念
デフォルトの PureMessage ポリシー（356ページ）
3.8.2.4 添付ファイル情報を追加する
ver/log/message_log へ添付ファイル情報を追加するには、etc/policy.siv ファ
イルに以下の行を追加してください。
pmx_attachment_log;

これにより、var/log/message_log に下記のようなエントリが作成されます。
2006-02-09T14:12:51 q=gDBAJDaci7 f=
t=<somebody@YourCompany.com>
at=1,3483,multipart/alternative at=1,3056,text/html at=1,0,text/plain
p=0.436 h=FROM_NUM_AT_WEBMAIL h=RCVD_FAKE_HELO_DOTCOM
h=X_MSMAIL_PRIORITY_HIGH h=NO_REAL_NAME h=__AOL_FROM h=__CT
h=__CTYPE_HAS_BOUNDARY h=__CTYPE_MULTIPART h=__CTYPE_MULTIPART_ALT
h=__HAS_MSGID h=__HAS_MSMAIL_PRI h=__HAS_X_MAILER h=__HAS_X_PRIORITY
h=__LINES_OF_YELLING h=__MIME_HTML h=__MIME_VERSION h=__SANE_MSGID
h=__TAG_EXISTS_HTML h=__X_MSPRI_HI Size=5880 r=unknownhost tm=0.26
a=a/eom

各 at キーはそれぞれ 4つのフィールドで構成されています。たとえば、下記のログエン
トリにおける各フィールドの内容は以下のようになります。
at=1,3056,text/html
■

at: 添付ファイルを示します。

■

1: 当該のタイプの添付ファイル数を示します。

■

3056: 当該のタイプの添付ファイルの合計サイズを示します。
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■

text/html: 添付ファイルのタイプを示します。

3.8.3 ログ監視オプション
■

■

/opt/pmx/bin/pmx-mlog-watch:異常な内容がないかどうかに関して PureMessage
メッセージログとレポートを検索します。
/opt/pmx/bin/pmx-mlog-react:pmx-mlog-watch レポートを読み込み、ポリシー
リストへウイルス・スパム提供元などの情報を追加します。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/logwatch.conf:pmx-mlog-watch コマンド用の設定ファイル。
オプションについては、このファイルまたはコマンドラインから指定できます。詳
細については、pmx-mlog-watchコマンドに関するドキュメントをご覧ください。

関連情報
pmx-mlog-watch
pmx-mlog-react
logwatch.conf
3.8.3.1 PureMessage 監視
注:
PureMessage 監視は技術的に高度な監視ツールであるため、 実装する際には Sophos
の技術サポートまたは Sophos のプロフェッショナル サービスからのサポートを受け
ながら実行してください。ソフォスからのサポート支援なしに独自に設定や実装を行っ
た場合、PureMessageシステムに不具合が発生する場合がありますのでご注意くださ
い。
PureMessage 監視機能によって、管理者は特定の現象のパターンが発生していないかを
message_log を監視して確認したり、一定のしきい値を超えるとアクションイベント
を適用するようにしきい値を設定することが可能になります。さらにそれらのアクショ
ンイベントに対して以下の指定アクションのいずれかを実行できます。
■

カスタム設定可能なメールメッセージで指定した受信者に通知する。

■

指定したログファイルへエントリを追加する。

■

■

指定した PureMessage リストへエントリを追加する (例: ブロック送信者リストへ IP
アドレスを追加するなど)。
指定した PureMessage リストに一時的にエントリを追加する。
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コマンドラインプログラム
■

■

■

■

■

/opt/pmx/bin/pmx-monitor-notifier:monitor-notifier.conf で指定され
たエントリがないか message_log を検索し、pmx-monitor-analyzer のためにイ
ベントを作成します。
/opt/pmx/bin/pmx-monitor-consolidate:pmx-monitor-analyzer 用のセン
トラルサーバー上に、複数サーバー環境の pmx-monitor-notifier によって作成
されたイベントを統合します。
/opt/pmx/bin/pmx-monitor-analyzer:pmx-monitor-notifier の各イベント
種別ごとの件数を監視し、その件数を monitor-notifier.conf に定義されている
しきい値と比較した上で、pmx-monitor-reactor に対するアクションイベントを
生成します。
/opt/pmx/bin/pmx-monitor-reactor:pmx-monitor-analyzer からのアクショ
ンイベントを受け取った際に、monitor-reactor.conf で指定されたアクションを
実行します。
/opt/pmx/bin/pmx-monitor-refresh-temporary-lists:一時的なエントリと
して PureMessage リストでエントリの追加と削除を実行します。
関連設定ファイル
— /opt/pmx/etc/scheduler.d/monitor-notifier.conf:いずれの
message_log の内容が pmx-monitor-notifier で pmx-monitor-analyzer
用のイベントを生成させるようするかを指定します。
— /opt/pmx/etc/scheduler.d/monitor-analyzer.conf:いずれのイベントタ
イプが pmx-monitor-analyzer に pmx-monitor-reactor 用のアクションイ
ベントを生成させるようにするかを指定します。
— /opt/pmx/etc/scheduler.d/monitor-reactor.conf:pmx-monitoranalyzer からアクションイベントを受け取った際に pmx-monitor-reactor が
実行するアクションを指定します。

関連情報
pmx-monitor-notifier
pmx-monitor-consolidate
pmx-monitor-analyzer
pmx-monitor-reactor
pmx-monitor-refresh-temporary-lists
monitor-notifier.conf
monitor-analyzer.conf
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monitor-reactor.conf
PureMessage 監視の概要
PureMessage 監視のアクションは、スケジュールジョブとして実行される一連のコマン
ドラインアプリケーションによって実行されます。これらのスケジュールジョブは新規
インストールに実装されていますが、デフォルトでは無効に設定されています。各
PureMessage 監視アプリケーションは、対応する設定ファイルを編集して設定します。
PureMessage 監視アプリケーションは、個別に特定の監視タスクを実行します。
pmx-monitor-notifier

PureMessage message_log を調べて、
/opt/pmx/etc/monitor.d/monitornotifier.conf ファイルで指定された
message_log エントリが見つかった場合
にイベントを生成します。コマンドライン
引数に関する詳細については
pmx-monitor-notifier の man ペー
ジ、設定ファイルオプションの詳細につい
てはmonitor-notifier.conf の man
ページをご覧ください。

pmx-monitor-consolidate

pmx-monitor-consolidate は、MTA を稼動
するサーバーが複数あるような環境におい
てのみ必要になります。pmx-monitorconsolidate は、コマンドラインでパラメー
タ指定されている複数のサーバーから 1台
のサーバーへとイベントを統合します。
イベントが統合されたサーバー上では、イ
ベントの解析とコマンドの実行が行われま
す。コマンドライン引数に関する詳細情報
については、pmx-monitorconsolidate の man ページをご覧くだ
さい。

pmx-monitor-analyzer

pmx-monitor-analyzer は、単一サーバー
の環境において pmx-monitor-notifier
によって作成されたイベント、または複数
サーバー環境において pmx-monitorconslidate によって作成されたイベン
ト
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が、/opt/pmx/etc/monitor.d/monitoranalyzer.conf ファイル内でイベントタ
イプ別に設定されたしきい値を超えていな
いかどうかを解析します。しきい値を超過
している場合、pmx-monitor-analyzer
によってアクションイベントが生成されま
す。コマンドライン引数に関する詳細につ
いては、pmx-monitor-analyzerの man
ページ、設定ファイルオプションの詳細に
ついてはmonitor-analyzer.conf の
man ページをご覧ください。
pmx-monitor-reactor

pmx-monitor-reactor は、pmx-monitoranalyser によって作成されるアクション
イベントに対
し、/opt/pmx/etc/monitor.d/monitorreactor.conf 内で指定されたアクショ
ンを実行して対応します。コマンドライン
引数に関する詳細については、
pmx-monitor-reactor の man ページ、
設定ファイルオプションの詳細については
monitor-reactor.conf の man ページ
をご覧ください。

pmx-monitor-refresh-temporary-lists

/opt/pmx/etc/monitor.d/monitorreactor.conf ファイルが
PureMessage::Monitor::Reactor::ListAddTemporary
を使用している場合、PureMessage リス
ト内の一時的な値を定期的に更新します。
コマンドライン引数に関する詳細情報につ
いては、pmx-monitor-refreshtemporary-lists の man ページをご覧
ください。

通常、データフローは以下のようになります。
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これらの設定ファイルを編集した場合、以下のコマンドを使用して PureMessage デー
タベースに変更内容を同期させます。
pmx-profile sync-to-db --force --resource=monitor_config

関連情報
pmx-monitor-notifier
monitor-notifier_conf
pmx-monitor-consolidate
pmx-monitor-analyzer
monitor-analyzer_conf
pmx-monitor-reactor
monitor-reactor_conf
pmx-monitor-refresh-temporary-lists
PureMessage 監視スケジュールジョブ
PureMessage 監視機能には、いくつかのスケジュールジョブ (デフォルトでは、無効に
設定) が使用されます。これらのスケジュールジョブは PureMessage Manager の「Local
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Services」(ローカルサービス) タブで確認と有効設定ができます。ご使用の環境によっ
て、以下のように一部またはすべてのスケジュールジョブを有効に設定できます。
単一サーバー構成
単一サーバー環境においては、以下のスケジュールジョブを有効に設定してください。
■

■

■

■

「Monitor:Generate event notifications」 (監視: イベント通知を作成):このジョブを
有効に設定すると、pmx-monitor-notifier が実行され、ログの監視とイベント通
知の作成が可能になります。
「Monitor:Analyze events」(監視: イベント解析):このジョブを有効に設定すると、
pmx-monitor-analyzer が実行され、作成されたイベントの解析とアクションイベ
ントの作成が可能になります。
「Monitor:Reacts to events」(監視: イベントへの対応):このジョブを有効に設定する
と、作成されたアクションイベントに対して pmx-monitor-reactor を実行しま
す。
「Monitor:Refresh temporary list」(監視: 一時リストを更新):このジョブを有効に設
定すると、pmx-monitor-refresh-temporary-lists が実行され、「Add to List
Temporarily」(一時的にリストに追加) リアクタにより追加されたデータでリストを定
期的に更新します。このリアクタをご使用にならない場合、このジョブは無効設定さ
れたままになります。

マルチサーバー構成
マルチサーバー環境では、通知メールを作成するホストを複数台設定する構成が一般的
です。 これらのホストから作成される通知メールは、解析とその後の対応のために後
で、単一のホストへと統合されます。以下のスケジュールジョブを有効にする必要があ
ります。
■

■

「Monitor:Generate event notifications」 (監視: イベント通知を作成):環境内にある
すべてのサーバーでこのジョブを有効に設定すると、pmx-monitor-notifier が実
行され、ログの監視とイベント通知の作成が可能になります。
「Monitor:Consolidates events from remote server」(監視: リモートサーバーからの
イベントを統合:):セントラルサーバーでのみこのジョブを有効にすると、
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pmx-monitor-consolidate が実行され、すべてのサーバーのイベントが 1箇所の
セントラルサーバーに集められます。
注:
このスケジュールジョブの設定は、あくまでサンプルとして提供されているもので
す。お客様のサーバーでイベント統合を実行するには、独自のスケジュールジョブ
の設定が必要です。
セントラルサーバーで pmx-monitor-consolidate を実行する別のスケジュール
ジョブを作成し、どのサーバーからのイベントを統合するかを指定します。このジョ
ブは、エッジサーバーまたは MTA サーバー上で有効に設定する必要はありません。
下記に例を示します。
pmx-monitor-consolidate --url=http://mta1.example.com:28080
pmx-monitor-consolidate --url=http://mta2.example.com:28080
pmx-monitor-consolidate --url=http://mta3.example.com:28080
■

■

■

「Monitor:Analyze events」(監視: イベント解析):セントラルサーバー上でのみこの
ジョブを有効に設定すると、pmx-monitor-analyzer が実行され、作成/統合され
たイベントの解析とアクションイベントの作成が可能になります。
「Monitor:Reacts to events」(監視: イベントへの対応):セントラルサーバー上でのみ
このジョブを有効に設定すると、作成されたアクションイベントに対して
pmx-monitor-reactor を実行します。
「Monitor:Refresh temporary list data」(監視: 一時リストのデータを更新):セントラ
ルサーバー上でのみこのジョブを有効に設定すると、pmx-monitor-refreshtemporary-lists が実行され、「Add to List Temporarily」(一時的にリストに追加)
リアクタにより追加されたデータでリストを定期的に更新します。このリアクタをご
使用にならない場合、このジョブは無効設定されたままになります。

関連概念
「Local Services」(ローカルサービス) タブ（218ページ）

3.9

トラブルシューティング

3.9.1 スパムメッセージが検出されない理由は?
PureMessage によってスパムが検出されない場合、以下の内容について確認する必要が
あります。
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メッセージは PureMessage サーバーを経 デフォルトのPureMessageポリシーでは、
由されていたかどうか?
「X-PMX-Version」のヘッダを外部ホスト
からのメールに対して追加します。メッ
セージにこのヘッダが含まれていない場
合、メッセージは PureMessage によって
処理されていないことになります。
sendmail の INPUT_MAIL_FILTER の行に
F=T が設定されているか?

sendmail.mc 設定ファイル内「F=」パラ
メータは pmx.conf 設定ファイル内で指
定されている concurrency_limit を超過し
た場合、または PureMessage Milter が使
用できない場合に実行されるアクションを
指定します。この値が「T」に設定されて
いない場合、Milter が停止またはビジー状
態の場合、メッセージは PureMessage を
経由しません。詳細については、
「PureMessage for UNIX をインストール
する」の「Sendmail を設定する」をご覧
ください。

PureMessage ポリシーによって、スパム ポリシースクリプト内のルールの位置に関
検索が実行される前にメッセージが配信さ 係なく、配信アクションはすべてのポリ
れるように設定されていないか?
シールールに適用できます。スパム検索を
実行するルールによってメッセージが処理
される前に、配信アクションを行うルール
にメッセージが一致した場合、メッセージ
は検索されずに配信されます。
関連概念
外部 Sendmail を設定する（65ページ）
関連情報
pmx.conf

3.9.2 PureMessage がスパムメッセージを隔離しない理由は?
スパムとしての特徴を含んでいるにも関わらずスパムとして判別されず、スパム処理が
実行されない理由は数多くあります。これは下記で説明する PureMessage の設定に関
連している可能性があります。
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スパム対策エンジン

PureMessage で最新のスパム対策エンジ
ンパッケージを使用するために、
PureMessage Manager の「Support」(サ
ポート) > 「Check for Updates」(アップ
デートをチェック) ページで「Query」(照
会) をクリックし、PureMessageAntiSpam-Engineに対して利用可能なアッ
プデートがないかどうかを確認してくださ
い。利用可能なアップデートがある場合、
コマンドラインで pmx-setup を実行して
インストーラを起動し、利用可能なアップ
デートをインストールします。

スパム対策データ

PureMessage で最新のスパム対策エンジ
ンパッケージを使用するために、
PureMessage Manager の「Support」(サ
ポート) > 「View Installed Packages」(イ
ンストールされているパッケージを表示)
ページに移動し、PureMessageAntiSpam-Data パッケージの日付を確認
してください。日付は現在の日付である必
要があります。日付が現在のものでない場
合は、上記で説明されているように
「Support」(サポート) > 「Check for
Updates」(アップデートをチェック) ペー
ジを確認し、コマンドラインでpmx-setup
を実行してパッケージをアップデートして
ください。

スパム検出免除

受信者のアドレスが、「Anti-Spam
Opt-Out」(スパム検出免除) のリストに含
まれている場合、または送信者のアドレス
が送信者の許可リストに含まれている場
合、メッセージはスパム対策のフィルタリ
ンングから除外されます。詳細について
は、「PureMessage Manager レファレン
ス」の「リストを編集する」をご覧くださ
い。また 「MTA IP Blocking」(MTA IP ブ
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ロッキング) が有効に設定されているいこ
とも確認します。
信頼できるリレーの設定

PureMessage では、「安全」であること
が判明している外部リレーの IP アドレス
を指定できます。信頼できるリレーが設定
され、有効になっていることを確認してく
ださい。「PureMessage Manager レファ
レンス」の「ポリシー」 > 「信頼できるリ
レー IP」 のセクションをご覧ください。

ネットワークの DNS アクセス

スパム検出技術の多くが DNS サーバーへ
のアクセスを利用しています。DNS ベー
スのネットワークチェックが有効に設定さ
れている場合 (デフォルト設定)、DNS サー
バーが適切に機能し、PureMessage が稼
動しているサーバーと通信できていること
を確認してください。

ポリシースクリプトの隔離のしきい値

PureMessage のポリシースクリプトは、
メッセージのスパム確率に基づいてメッ
セージに対してアクションを実行します。
たとえば、スパム確率が 50% 以上のメッ
セージを隔離するようにポリシースクリプ
トを設定できます。pmx-policy コマン
ドラインプログラムまたは PureMessage
Manager の「Policy」(ポリシー) タブでポ
リシースクリプトでスパム確率ベースのア
クションを変更すると一部のスパムが検出
されなくなる可能性があります。

メールヘッダ

メッセージはフィルタリング処理される
が、PureMessage はそのメッセージをス
パムとは判別しない場合、処理中に
PureMessage が、どのようなヘッダを追
加したかを確認してください。デフォルト
では、外部ホストからのすべてのメッセー
ジには X-PMX-Version ヘッダが追加され
ます。このヘッダがない場合には、
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PureMessage がメッセージを処理してい
ないことを示します。また、デフォルトの
ポリシースクリプトでも、すべてのメッ
セージに対してスパム確率と共に
X-PerlMx-Spam ヘッダを追加します。メッ
セージのスパム確率が 50% を上回る場合、
PureMessage は <X-PerlMx-Spam> ヘッダ
を追加すると同時に、件名の行を変更して
メッセージを隔離ディレクトリにコピーし
ます。このヘッダが存在する場合、スパム
対策の処理が実行されたことを意味しま
す。詳細については、「管理者レファレン
ス」の「ポリシー設定」をご覧ください。
message_log

メッセージに X-PerlMx-Spam ヘッダがな
い場合、message_log (デフォルトでは
/opt/pmx/var/log/message_log) を確認
してメッセージに与えられたスパム確率の
値を確認できます。ログファイルを解析し
て、メッセージがポリシースクリプトに
よってどのような解析を受けたかを確認で
きます。

注:
You can help Sophos は PureMessage スパムヒューリスティックの精度向上に継続的
に取り組んでおります。誤認項目を添付ファイルとして以下の宛先へ転送するようご
協力ください。
■

検出漏れの事例に関しては、is-spam@labs.sophos.com へお送りください。

■

誤検知に関しては、not-spam@labs.sophos.com へお送りください。

「Support」(サポート) > 「Share data with Sophos」(ソフォスとデータを共有) を有
効にして、集計された統計情報を Sophos と共有することもできます。
関連概念
ポリシー設定（355ページ）
スパム検出を設定する（402ページ）
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関連タスク
リストを編集する（164ページ）
関連情報
re.rules
pmx-policy
用語
ヒューリスティック（535ページ）

3.9.3 スパム検知率が突然低下した場合の原因は?
スパム検知の全般的効率が低下した場合、以下の項目の設定が関係している可能性があ
ります。
PureMessage で最新のスパム対策エンジンパッケージを使用するために、PureMessage
Manager の「Support」(サポート) > 「Check for Updates」(アップデートをチェック)
ページで「Query」(照会) をクリックし、PureMessage-AntiSpam-Engine に対して利
用可能なアップデートがあるかどうかを確認してください。利用可能なアップデートが
ある場合、コマンドラインの pmx-setup を実行してアップデートをインストールしま
す。
PureMessage で最新のスパム対策エンジンパッケージを使用するために、PureMessage
Manager の「Support」(サポート) > 「View Installed Packages」(インストールされて
いるパッケージを表示) ページに移動し、PureMessage-AntiSpam-Data パッケージの
日付を確認してください。日付は現在の日付である必要があります。日付が現在のもの
でない場合は、上記で説明されているように「Support」(サポート) > 「Check for
Updates」(アップデートをチェック) ページを確認してパッケージをアップデートして
ください。
上記で説明されている問題はスパム検知全般に影響を与えます。特定のメッセージに関
するトラブルシューティングを実行するには、「PureMessage がスパムメッセージを隔
離しない理由は?」をご覧ください。また、許可リスト、ブロックリスト、およびカス
タムスパム検出ルールなどのスパム検知に関する特定のメッセージに関する設定につい
ては、「スタートアップガイド」の「導入計画」をご覧ください。
関連概念
導入計画（8ページ）
PureMessage デフォルトリスト (「信頼できるリレー IP アドレス」をご覧ください)（160
ページ）
PureMessage がスパムメッセージを隔離しない理由は?（452ページ）
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関連タスク
スパム対策オプションを設定する（177ページ）
関連情報
pmx-policy

3.9.4 検出漏れとして報告されたメッセージはどのように処理されるか?
スパムとして識別されるべきメッセージが PureMessage のフィルタリングで検出され
なかった場合、そのメッセージを is-spam@labs.sophos.com 宛てに転送する必要があ
ります。反対にスパム対策エンジンによってスパムとして検出されていながら、実際に
はスパムではないと考えられるメッセージについては、not-spam@labs.sophos.com へ
転送する必要があります。転送されたメッセージは以下のように処理されます。
■

■

■

■

メッセージが受信され、添付ファイルが確認されます。スパムメッセージを
「message/rfc822」という添付ファイルとして転送することをお勧めします。スパ
ムのサンプルを 1つも含まない場合、その報告メッセージは自動的に破棄されます。
添付ファイル「message/rfc2822」として転送されたスパムサンプルは、自動的に抽
出され、ソフォスのスパムデータベースに送信されます。URL、IP アドレス、電話番
号、コンテンツシグネチャ、およびメッセージのその他の属性は、スパムメッセージ
から自動的に抽出され、自動化された評価システムに送られてます。
自動評価では、提出されたスパムメールから抽出された情報によって PureMessage
がメッセージをブロックできるかどうかが確認されます。抽出された情報を使用して
も PureMessage でスパムメッセージのフィルタリングが常に不可能な場合には、情
報は SophosLabs のアナリストに送信され、手動で解析されます。
この処理方法で抽出または作成されたスパム対策データは、即座に最新のスパム対策
パッケージに追加され、自動アップデートによって利用できるようになります。

3.9.5 隔離ダイジェストのトラブルシューティング
このセクションには、隔離ダイジェストを作成する際によく発生する問題のトラブル
シューティングに役に立つ情報を記載しています。
注:
以下の手順で記載しているコマンドは、使用している OS、 MTA、および PureMessage
インストールパラメータ (インストールディレクトリ、または隔離ディレクトリの場所
など) によって変わってきます。必要に応じて変更してください。すべてのコマンドは
PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) で実行される必要があります。
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3.9.5.1 ダイジェストが作成されない
1. PureMessage Manager で「Background Services」(バックグランドサービス) のリ
ストを確認し、「Queue Runner」(キューランナー) サービスが実行されていること
を確認します。
2. ダイジェストを生成して詳細なフィードバックを提供する以下のコマンドが
PureMessage Manager でスケジュールジョブとして実行されていることを確認しま
す。PureMessage ユーザー (デフォルトで「pmx」) として以下のコマンドを実行
し、表示されるエラーに注意します。
pmx-qdigest

-verbose

3. PureMessage および MTA が実行されていることを確認できるような適切なコマンド
を実行します。
PureMessage のステータスを確認する (すべてのプロットフォーム)
pmx-status

MTA のステータスを確認する (Postfix)
Linux または BSD で以下を実行します。ps -uwax|grep postfix
Solaris では以下を実行します。ps -ef|grep postfix
Postfix が実行中のプロセスとして表示されます。
MTA ステータスを確認する (sendmail)
Linux または BSD で以下を実行します。ps -uwax|grep sendmail
Solaris では以下を実行します。ps -ef|grep sendmail
Sendmail が実行中のプロセスとして表示されます。
4. 以下のコマンドを実行して、表示されるメッセージ注意し、PureMessage および
MTA が正常に通信していることを確認します。
pmx-mlog -verbose

このコマンドは PureMessage のメッセージログを読み取ります。メッセージのアク
ティビティがない場合には、次のステップに進みます。
5. 以下のいずれかに類似した行が存在しないかどうかを確認します。
Postfix
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/opt/pmx/postfix/etc/main.cf の設定ファイルで以下の項目を検索します。
content_filter = pmx:127.0.0.1:10025

Sendmail
/opt/pmx/sendmail/etc/sendmail.mc の設定ファイルで以下の項目を検索し
ます。
INPUT_MAIL_FILTER
('Policy','S=inet:3365@localhost,F=T,T=C:5m;\
E:8m;R:4m;S:2m')dnl

使用している MTA の行が存在しながらも、メッセージアクティビティがない場合、
正しい MTA バイナリが使用されているかどうかを確認してください (例: PureMessage
に付属の Postfix の MTA バージョンが使用されている場合に、同じシステムにイン
ストールされている別の Postfix の MTA が使用されていないかなど )。
3.9.5.2 一部のユーザーがダイジェストメールを受信しない
1. ダイジェストメールを受信していないユーザーが「Quarantine digest users list 」
(隔離ダイジェストメールリスト) に登録されているメンバーであることを確認しま
す。リストに含まれるメンバーは、PureMessage Manager の「Policy」(ポリシー)
タブで参照できます。
2. ダイジェストに含まれていなかったユーザー宛てのメッセージが隔離ディレクトリ
内に存在することを確認します。
ダイジェストに含まれているメッセージを確認するには、コマンドライン上で以下
のコマンドを入力します。
pmx-qdigest --dump

このコマンドに関連するソートおよびフィルタリング出力の情報については、man
pmx-qdigest を入力します。
3.9.5.3 ユーザーが隔離メッセージを取り出せない
■

ユーザーが隔離ダイジェストに返信して隔離ディレクトリからメッセージを取り出す
リクエストをした場合、そのメッセージが PureMessage サーバーへ届いているかど
うかを sendmail のメールログで確認してください。エンドユーザーからのダイジェ
ストへの返信が PureMessage サーバーへ届いていない場合は、メールルーティング
が正しいかどうかを確認してください。
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■

■

リクエストされているメッセージが、pmx-qexpire のスケジュールジョブによって
隔離ディレクトリから削除されていないことを確認します。メッセージの日付を
etc/pmx.d/quarantine_expire.conf の expire_time の値と比較します。
ダイジェストの日付と /opt/pmx/etc/pmx-qdigest.conf 内の expire の値 (デフォ
ルトでは 5日に設定) を比較し、隔離ダイジェスト自体の有効期限が切れていないか
どうかを確認します。

3.9.5.4 エラーメッセージ:「Can't call method min_digest_id on an undefined value」
(未定義の値に min_digest_id メソッドを呼び出せません)
以下の pmx-qdigest エラーは隔離検索データベース
(/opt/pmx/var/qdigest/scan.db) が破損していることが原因で発生している可能
性があります。
Can't call method 「min_digest_id」 on an undefined value
/opt/pmx/bin/pmx-qdigest line n
■

以下のコマンドを実行して確認を行います。
pmx-qdigest --dump

この方法で各種ダイジェストおよびユーザー別の隔離 ID のリストが作成されずに上
記のようなエラーが返される場合、scan.db ファイルが原因である可能性が非常に
高いと考えられます。
■

ファイルの権限や所有者が正しいかどうかを確認してください。
permissions:-rw-r--r-owner:
pmx
group:
pmx

■

これらが正しくない場合は chmod または chown で修正することで問題が解決する可
能性があります。権限および所有者が正しい場合、または、これらの設定をデフォル
トに戻しても問題が解決されない場合は、新規に scan.db ファイルを作成します。
cd 'pmx prefix'/var/counters
mv scan.db scan.db.broken
pmx-qdigest --earliest <YYYY-MM-DD hh:mm:ss>

<YYYY-MM-DD hh:mm:ss> には、ダイジェストに含める最も古いメッセージの日付を
設定します。隔離検索がこの時点から開始されます。
pmx-qdigest コマンドが完了すると scan.db データベースが再生成されます。次
回の隔離ダイジェストは、実行中に検出された最後の隔離 ID (この場合、隔離ディレ
クトリ内にある最新のメッセージ) から始まります 。
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次回に pmx-qdigest がスケジューラによって実行されると通常のように処理が実行
されます。

3.9.6 EUWI のトラブルシューティング
3.9.6.1 ログファイル
以下に記載されているログファイルの場所は /opt/pmx/var/log に対する相対パスで
す。
■

manager/eui_local_log
このファイルは EUWI (End User Web Interface) によって生成されるトランザクショ
ンおよび重大なエラーを記録します。

■

manager/httpd_access_log
HTTPD サービスのアクセスログです。

■

manager/httpd_error_log
HTTPD サービスのエラーログです。

3.9.6.2 ログ内でのトランザクションの表示
EUWI の正常に完了した各トランザクションは、以下の順番で 2つのログファイルに記
録されます。
1. eui_local_log (別にインストールされている場合は EUWI サーバー上)
EUWI の出力ページ内のエントリは以下のような内容になります。
1 2005-03-17T14:23:09 [5646,eui_local] quarantine_qview user
'user@example.com',\
session '66705d63e810acd456f38831d0bd4ba9'

2. httpd_access_log (別にインストールされている場合は EUWI サーバー上)
さまざまな EUWI トランザクションのエントリです。トランザクションは以下の例
のように表示されます。
192.168.99.135 - - [17/Mar/2005:14:23:09 -0800] "POST /index.cgi
HTTP/1.1" 302 7192
192.168.99.135 - - [17/Mar/2005:14:23:11 -0800] "GET
/messages.cgi?message_type=blocked\
HTTP/1.1" 200 7605
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192.168.99.135 - - [17/Mar/2005:14:23:11 -0800] "GET /main.css
HTTP/1.1" 304 -

HTTPD サービスでエラーが発生した場合、httpd_error_log に記録されます。
認証およびトランザクションに関するエラーは eui_local_log に記録されます。
その他のエラーは error_log に記録されます。
3.9.6.3 共通エラーメッセージ
共通するエラーメッセージについて簡単に説明します。
「Invalid user in session」(セッションで セッションのクッキーがユーザーと一致し
無効なユーザー)
ない場合、またはユーザーが古いセッショ
ンのパスワードを使用してログインしよう
とした場合に表示されます。表示が可能な
場合、メールアドレスおよびセッション ID
が表示されます。
これを解決するには、ユーザーはログアウ
トした後に EUWI から送信されてきた最新
のセッションのパスワードを使用してログ
インする必要があります。
「Temporarily unavailable」(一時的に使
用不可能)

設定を有効にしている enduser.conf
で、誤った値が設定されています。

「Your session has expired or is invalid.」
(セッションの有効期限が切れているか、
セッションが無効です。)「Please log in
again」(再度ログインしてください)

セッションクッキーまたはセッション ID
が古いか無効である、または RPC のバッ
クエンドと通信する際にエラーが発生しま
した。さらに具体的なエラーメッセージに
ついては、httpd_error.log および
rpc_error.log ファイルを確認してくだ
さい｡
このエラーは、ユーザーが設定された
enduser-users のリストに登録されていな
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い、またはリストの内容と一致しない場合
にも発生します。
注:
enduser-users ファイルまたは
rpc-hosts ファイルのいずれかが、存
在しないか無効な場合、EUWI ユーザー
はこのようなエラーを受け取ります。ロ
グインが失敗した実際の理由はセキュリ
ティ上のり理由でエンドユーザーには知
らされませんが、管理者はログファイル
上で確認できます。
「user_invalid_access_list="The
rpc.conf ファイルが無効なリストを含ん
configured end user access list '<name>' でいるか、リストの内容が無効です。
is invalid and cannot be used."」
(user_invalid_access_list="設定されてい
るエンドユーザーのアクセスリスト '<ファ
イル名>' が無効または使用できません。")
「Authentication failed for user ...」(ユー 設定された認証バックエンドに問題があ
ザーの認証に失敗しました)
り、ユーザーがログインできないことを示
しています。 この問題は、ユーザー名が
enduser-users リストと一致しない場合、
パスワードやユーザー名が間違っている場
合、またはセッションが無効な場合に発生
します。ログファイル内のエラーにさらに
詳細な情報が記載されています。
エラーの原因が明確でない場合、
enduser_ui.conf 内の debug_level の
値を増やして、HTTPD (RPC/UI) サービス
を再起動し、アクションを再実行します。
ログファイルには、さらに詳細なエラー
メッセージが記載されています。
「RPC call failed: ... 」(RPC コールが失敗 通常、この形式で示されるエラーメッセー
しました: ...)...
ジは、転送エラーです。セントラルサー

バーへ接続できなかったり、バックエンド
が使用するライブラリが予期せぬタイミン
グで停止してしまったことが原因で、中央
サーバーが適切なエラーメッセージを送信
できなくなる場合があります。
「Unable to initialize database
データベースが稼働していない、または
connection:...」(データベース接続を初期 EUWI がデータベースへの接続できていな
化できません:...)
いことを示しています。データベースが起
動されていることを確認します。複数サー
バーがインストールされている場合、
postgres/var/data/pg_hba.conf で
EUWI サーバーにデータベースへのアクセ
ス権が許可されているかどうかを確認しま
す。
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A

ポリシースクリプトのチュートリアル

このチュートリアルでは、ポリシースクリプトで使用される構文について説明、デフォ
ルトの PureMessage ポリシースクリプトの解析、および共通するポリシースクリプト
の変更例の紹介を行います。
PureMessage は、ポリシースクリプト (デフォルトでは /opt/pmx/etc の policy.siv
に保管) に含まれている設定に従ってメールをフィルタリングします。ポリシースクリ
プトは PureMessage Manager を使用して変更するか、vi などの標準的なテキスト編集
プログラムを使用して編集できます。
ポリシーコマンドレファレンスに関しては、pmx-policy の man ページをご覧くださ
い。PureMessage ポリシーの一般的な概要については、「PureMessage ユーザーガイ
ド」の「ポリシー設定」を参照し、ポリシーの変更については PureMessage Manager
のインターフェースにあるリンクをご覧ください。
特定の PureMessage ポリシーのテストおよびアクションについては、pmx-policy の
man ページをご覧ください。
Sieve はメールメッセージのフィルタリングに使用される言語です。複数のベンダ-の努
力の結果、IETF (Internet Engineering Task force) の標準として提案されています。
PureMessage はポリシーを介してメールをフィルタリングする際には Sieve を使用して
います。フィルタリングのパラメータはデフォルトでは /opt/pmx/etc ディレクトリ
に置かれている policy.siv のファイルに保存されます。policy.siv ファイル内の
Sieve コードの手動での修正については、pmx-policy の man ページと
http://www.gnu.org/software/mailutils/manual/html_node/mailutils_93.html および
http://www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt をご覧ください。
関連概念
ポリシー設定（355ページ）
関連情報
pmx-policy

A.1

ポリシースクリプト構文の概要

このセクションでは PureMessage ポリシー構文の概要について説明します。この概要
で説明する例では、ポリシー構文構造に近い擬似コードを使用し、種々の PureMessage
メールフィルタリングシナリオを一般的に紹介していきます。特定の PureMessage ポ
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リシー構文については、「PureMessage のデフォルトポリシーの概要」をご覧くださ
い。
policy.siv と呼ばれる PureMessage のポリシースクリプトは、Sieve のメールフィル
タリング言語を一種を使用して書かれています。Sieve はシンプルなコマンドベースの
スクリプト言語です。 その構文は C 言語または perl 言語に類似していますが、変数や
ループ構造はありません。最も簡潔な形式の場合、Sieve スクリプトは順番に実行され
るコマンドセットです。PureMessage policy.siv スクリプト内のコマンドには、ア
クション、アクション修飾子、テスト、制御、ブロック、またはコメントがあります。
ポリシーフィルタのコマンドには下記のようなものがあります。
# This script performs a virus test.
# Messages containing viruses are filed as SPAM and then quarantined.
if pmx_virus {
pmx_file "SPAM";
pmx_quarantine "Virus";
stop;
}

説明:
■

'#' の後の文字列は Sieve のコメントです。

■

if および stop コマンドは制御です。

■

pmx_virus コマンドは PureMessage において可能な多くのテストの中の 1例です。

■

'{' および '}' はブロックを分ける区切り文字です。

■

pmx_quarantine および pmx_file コマンドは PureMessage のアクションです。

■

"Virus" および "SPAM" 文字列は、アクション修飾子です。

■

アクションは ';' 文字で区切られます。

関連概念
PureMessage のデフォルトポリシーの概要（477ページ）

A.1.1 アクション
ポリシーアクションは、メッセージのルーティングまたは内容を修正できます。可能な
アクションに、次のものがあります。keep; (deliver message), reject; (reject
message), and pmx_quarantine; (quarantine message).アクションは常にセミコロン
で終わります。このセミコロンが、アクションが終了するところを定めています。
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一般的な例:

action;

ポリシースクリプト例:

keep;
reject;
pmx_quarantine;

アクション修飾子
アクション修飾子は任意のパラメータで、特定のポリシーアクションの結果を変更する
ものです。For example, the pmx_quarantine action modifier is a string argument that
specifies the reason that PureMessage quarantined a message.Reasons could include
'Virus', 'Spam', or 'Attachment Over 100K'.
一般的な例:

action <action-modifier>;

ポリシースクリプト例:

pmx_quarantine "Spam";

注:
Not all PureMessage action modifiers are
of type 'string'.See the pmx-policy
manpage for a definitive list of all syntax
parameters and action modifiers.
関連情報
pmx-policy

A.1.2 ブロック
PureMessage ポリシーアクションはブロック単位でグループ化されています。ブロック
とは「容器」のようなもので、アクションを 1つにまとめています。ブロック部分は左
中括弧「{」で始まり、右中括弧「}」で終わります。ブロック内の各アクションの終わ
りにはセミコロンを使用する必要があります。ブロック自体は右中括弧で終了します。
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一般的な例:

{
action;
}

ポリシースクリプト例:

{
keep;
}

この例では、ポリシーブロックに keep と
いう単一のアクションが含まれています。
keep コマンドは、メッセージを宛先にあ
るすべての受信者に配信します。一方、ブ
ロックには 1つ以上のアクションを含める
ことができます。ブロック内に複数のアク
ションがリストされている際には、リスト
の上から下へ順番に各アクションが実行さ
れます。
ポリシースクリプト例:

{
pmx_quarantine "Blacklisted";
stop;
}

この例では、連続して実行される 2つの
メールフィルタリング アクションがポリ
シーブロックに含まれています。メッセー
ジが「Blacklisted」(ブロックリストに含
まれている) という理由で隔離された後、
スクリプトが停止します。 各アクション
は、セミコロンで区切られ、インタープリ
タに対して各アクションの終了位置を示し
ます。

A.1.3 制御
制御コマンドは、一群のアクションブロックを実行するか、その後はアクションを実行
しないようにするかを決定します。制御キーワードは関連するテストコマンドと併せて
ブロック内の左中括弧の前に配置し、ポリシースクリプトによる実行順序を制御するよ
うにします。テストに関してはチュートリアルの次のセクションでも詳細を説明しま
す。ここでは、テストコマンドは「True」または「False」の評価を行うということを理
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解しておいてください。PureMessage の policy.siv スクリプトは、if、else、stop
の 3つの制御キーワードを使用してメッセージのフィルタリングを行います。
関連概念
テスト（471ページ）
A.1.3.1 if
最も基本的な制御コマンドは if キーワードです。インタープリタが if コマンドを見つ
けると、関連するテストを確認します。テスト結果が「True」となった場合、ブロック
内でアクションが実行されます。
一般的な例:

if test {
action;
next_action;
}

ポリシースクリプト例:

if pmx_virus {
reject "Virus Found in Message";
stop;
}

以下は、メッセージにウイルスが含まれているかどうかをテストする例です。メッセー
ジにウイルスが含まれており、テストの結果が「True」になると、ブロックアクション
が順番に実行されていきます。「Virus Found in Message」(メッセージ内にウイルスを
検出) という理由でメッセージが拒否され、メッセージのフィルタリングが停止します。
テスト結果が「False」でありながら、メッセージが正規のものである場合については以
降で説明します。
A.1.3.2 else
if コマンドが失敗した際には、else コマンドを実行できます。if および else の制御
ステートメントはポリシースクリプト内で連動して機能し、メッセージのフィルタリン
グを行います。
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一般的な例:

if test {
action;
next_action;
}
else {
action;
next_action;
}

この例では、if test が「true」の場合、
ステートメントの最初の部分が実行されま
す。それ以外の場合、else コマンドで、
ステートメントの 2番目の部分が実行され
ます。
ポリシースクリプト例:

if pmx_virus {
reject "Virus Found in Message";
stop;
}
else {
keep;
}

このポリシーフィルタでは、if と else
制御ステートメントは連動してテストおよ
びアクションを実行し、ウイルスを含む
メッセージを拒否するか、ウイルスを含ん
でいないメッセージを宛先の受信者に配信
します。else コマンドは if ステートメ
ントが失敗した場合に実行されます。

A.1.3.3 stop
stop 制御は、ポリシースクリプトの実行を一時停止させます。if や else コマンドと
は異なり、stop コマンドは、必要なアクションが既に実行されメッセージフィルタリ
ングがそれ以上必要でなくなった際に、ブロック内で使用されてメッセージフィルタリ
ングを終了します。
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一般的な例:

if test {
action;
next_action;
stop;
}

ポリシースクリプト例:

if pmx_relay :memberof
"whitelisted-hosts" {
keep;
stop;
}

この例では、ホストが PureMessage 「whitelisted-hosts」(許可されたホスト) のリスト
に含まれている場合、フィルタはメッセージを配信します。メッセージの配信後、stop
制御コマンドによってポリシースクリプトが終了します。

A.1.4 テスト
テストは、メッセージの内容を確認する動作を行うスクリプト内のブロックです。テス
トでは、ポリシースクリプト内の特定条件が一致するかどうかを確認します。テストは
ブロック内の左中括弧の前に制御コマンドと共に配置され、ポリシーアクションを実行
するかどうかを決定します。条件に一致した場合、テストは「Ｔrue」となり、ブロック
内のアクションが実行されます。テストに失敗した場合、条件は「False」となり、その
特定のポリシーに対応するアクションは実行されません。
一般的な例:

if test {
action;
next_action;
}

ポリシースクリプト例:

if pmx_virus {
reject "Virus Found in Message";
stop;
}

この例では、ブロック内のアクションが実行できるようになるには、メッセージが先に
pmx-virus のテストにパスする必要があります。テスト結果が「True」でメッセージ
にウイルスが含まれている場合、そのメッセージは拒否され、ポリシースクリプトはそ
のメッセージのフィルタリング作業を停止します。メッセージにウイルスが含まれてい
ない場合、そのテストをパスしなかったことになり、ブロックからのアクションは実行
されません。
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A.1.4.1 Match-Types
match-type は、メッセージが特定の特徴に一致するかどうかを確認します。ポリシー
スクリプトにおいて、match-type は特定の特徴を確認できるようにテストを修正しま
す。
たとえば、下記では :is の match-type が使用されてメッセージが "From"
"spammer@foo.com" であるかどうかを確認するように envelope テストを修正します。
if envelope :is "From" "spammer@foo.com" {
pmx_quarantine "SPAM";
}

PureMessage は、メッセージをフィルタする際にいくつかの match-type を使用しま
す。これには以下が含まれます。リスト内の項目の照合には :member of、文字列の照
合には :contains および :is、数値比較には :over または :under、正規表現によるメッ
セージ検索には :re を使用します。特殊な match-type を使用する場合には、追加パラ
メータの指定が必要になる場合があります。詳細については、pmx-policy の man ペー
ジのガイドにある「MATCH-TYPE」をご覧ください。
一般的な例:

if test :match_type {
action;
next_action;
}

関連概念
リスト（472ページ）
文字列（473ページ）
数値比較（473ページ）
正規表現（474ページ）
関連情報
pmx-policy
A.1.4.2 リスト
:memberof の match-type タグを使用すると送信者またはホストが特定の PureMessage
リストに含まれているかどうかを確認できます。リストは引数として :memberof タグ付

の状態で転送され、引用句で囲まれます。

PureMessage for UNIX | ポリシースクリプトのチュートリアル | 473

ポリシースクリプト例:

if envelope :memberof "From"
"whitelisted-senders" {
keep;
stop;
}

この例では、:memberof の match-type は PureMessage の「whitelisted-senders」(許
可リストに含まれている送信者) のリストを引数として処理を行います。メッセージの
送信者がこの PureMessage リストに登録されている送信者と一致した場合、メッセー
ジは Envelope の受信者へ配信されます。
A.1.4.3 文字列
:contains または :is match-type タグを使用すると、特定のテキスト文字列に一致す

るものが、メッセージの内容に含まれていないかどうかを確認できます。文字列は引数
として :memberof および :is の match-type タグ付の状態で転送され、引用符で囲まれ
ます。
ポリシースクリプト例:

if header :contains "Buy Now!"{
pmx_quarantine "SPAM";
stop;
}

この例では、:contains の match-type はテキスト文字列を引数として解釈します。
「Buy Now!」という文字列がメッセージヘッダの内容と一致した場合、メッセージは
「SPAM」(スパム) という理由で隔離されます。stop コマンドによりフィルタの実行が
終了します。
A.1.4.4 数値比較
:over または :under の match-type タグを使用して、数値の比較を指定できます。どち

らのタグも数値を引数として解釈し、テストに対して「true」または「false」を決定し
ます。たとえば､:over タグはメッセージのスパムスコアを比較して、特定のメッセージ
を配信すべきかどうかを決定します。
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ポリシースクリプト例:

if pmx_spam_prob :over 50 {
pmx_quarantine;
stop;
}

この例では、:overの match-type タグを
使用して数値比較を実行していま
す。:overの match-type は数字を引数と
して解釈します。メッセージのスパムスコ
アが 50% を上回るとテスト結果は「true」
になります。
ポリシースクリプト例:

if size :over 100K {
pmx_file;
discard;
}

この例では、メッセージのサイズが 100K
バイトを上回るかどうかをテストします。
メッセージのサイズが 100K バイトを上回
る場合、このメッセージのコピーが隔離
ディレクトリに保存されます。メッセージ
はその後で破棄されます。

A.1.4.5 正規表現
さまざまな種類のポリシールールのテストにおいて、正規表現を match-type 演算子と
して使用できます。たとえば、メッセージの「Envelope To」のフィールドの内容をテス
トするために正規表現を使用できます。一部のポリシールールアクションでも正規表現
の使用に対応している場合があります。たとえば、「Deliver immediately for」アクショ
ンでは、正規表現を match-type の例外としてサポートしています。
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ポリシースクリプト例:

if pmx_relay :re ".*\.com$" {
keep;
stop;
}

この例では、:re という match-type を使用して正規表現での比較を実行しています。
送信者のアドレスが「.com」で終了している場合、メッセージは配信され、フィルタに
よるメッセージの確認作業は停止します。
注:
:re という match-type は Sieve 言語に対する PureMessage の拡張子です。

PureMessageポリシールールテストまたはアクション内で正規表現が使用されている
と場合、スラッシュまたは中括弧による接頭辞または接尾辞は付きません。ただし、
コマンドライン上でポリシースクリプトを手動で編集する場合は、正規表現の中のバッ
クスラッシュ、引用符、ピリオドの前にはバックスラッシュを入力して「escape」処
理を行う必要があります。たとえば、「and\or」という文字列を検索する場合、正規
表現として「and\\or」を入力します。PureMessage を管理する Web ベースのユー
ザーインターフェースであるPureMessage Manager では、これらの文字列を自動的に
エスケープ処理します。
PureMessage Manager でポリシースクリプトに正規表現を使用する方法については、
「管理者レファレンス」の「ポリシー」セクションの「ポリシールールテスト」および
「ポリシールールアクション」をご覧ください。ポリシースクリプトを手動で編集する
場合、pmx-policy の man ページ (PureMessage ポリシーエンジン用コマンドライン
インターフェースに関するドキュメンテーション) をご覧ください。正規表現に関する
一般情報については、「管理者レファレンス」の「正規表現入門」をご覧ください。
関連情報
pmx-policy
A.1.4.6 allof および anyof の複合テスト
PureMessage ポリシースクリプト内の一部のテストは論理演算子として使用されます。
これらのテストは、他のテストを引数として使用するため複合テストと呼ばれます。
allof または anyof コマンドを使用して複合テストを設定します。allof コマンドは論
理式の AND として機能します。(ブロック内の該当アクションが実行されるには、allof
リストの複合テストがすべて「true」になる必要があります。)anyof コマンドは論理式
の OR として機能します。(ブロック内の該当アクションが実行されるには anyof ストの
複合テストのいずれか 1つが「true」である必要があります。)
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ポリシースクリプト内で、allof と anyof コマンドはテストおよびリストを引数として
処理します。複合テストを作成するには、ブロックのステートメントの前に、個々のテ
ストと関連する引数を丸括弧内にまとめて配置します。リスト内の複合テストは、各テ
ストの終わりをカンマ「,」で区切る必要があります。
一般的な例:

if anyof (test :match_type "list",
test :match_type "list") {
action;
next_action;
}

この例では､anyof コマンドで 2つのテス
トが行われます。各テストでは、リストの
引数を使って match-type を解釈します。
複合テストは括弧で囲まれています。各テ
ストを、カンマで区切られています。
ポリシースクリプト例:

if anyof (host :memberof
"whitelisted-hosts",
sender :memberof
"whitelisted-senders") {
keep;
stop;
}

ポリシーフィルタによって、ホストと送信
者の両方についてPureMessage の
「whitelist」(許可リスト) に登録されてい
るメンバーであるかどうかが確認されま
す。ホストまたは送信者のいずれかが
「whitelist」(許可リスト) に含まれている
場合、メッセージは宛先のすべての受信者
に配信されます。スクリプトは stop コマ
ンドによって、その後で停止します。

A.1.5 コメント
コメントはポリシースクリプト内で使用され、特定のテスト、アクション、または制御
ステートメントがフィルタリングに関してどのように機能するかを記述しています。コ
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メントされたテキストの各行は、「#」文字の後に半角スペースを入れる形式を使用し、
Sieve インタプリタがこのコメント行を無視するように指定します。
注:
(各 # の後の) コメントは 1行で記述される必要があり、複数行には配置できません。
一般的な例:

# Comments
# More comments
if test { # This is a valid
comment!
action;
next_action;
}

ポリシースクリプト例:

# This filter scans all message
headers for the words "Buy Now!"
# If this string is found,
PureMessage rejects the message
# and the filter stops evaluating
the message for spam.
if header :contains "Buy Now!"{
reject;
stop;
}

A.2 PureMessage のデフォルトポリシーの概要
このセクションでは、デフォルト policy.siv スクリプトの構造、構文、および各フィ
ルタの実行について説明します。ポリシースクリプトは PureMessage で処理される各
メッセージに対して実行されます。ポリシースクリプトは、メッセージの種々の特徴を
テストし、そのテストの結果に基づいて多様なアクションを実行します。
注:
PureMessageのインストール中に、デフォルトポリシーがインストールされ有効に設
定されます。デフォルトのポリシー設定は PureMessage ライセンスによって異なりま
す。たとえば、PureMessage Virus コンポーネント用のライセンスを持たない場合、
ウイルスチェックルールは設定されません。
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A.2.1 PureMessage Sieve 拡張子
PureMessage policy.siv スクリプトでは、Sieve 言語に拡張子を使用してメールを
フィルタリングしています。各 PureMessage に特有の拡張子には、アクション、テス
ト、コマンドを識別するためにプログラムに固有の pmx_ が付いています。これらの拡
張子を使用するには、ポリシースクリプトの最初に、require PureMessage;というコ
マンドを含めます。 PureMessage は RFC 3028 で規定されている標準拡張子の reject
および envelope も提供されています。reject および envelope は require
"PureMessage"; に暗黙的に含まれていることにご注意ください。PureMessage Sieve
拡張子に関する詳細については、pmx-policy の man ページをご覧ください。
また、PureMessage には、match-type テスト内で正規表現を使用するための拡張子も
あります。「正規表現」をご覧ください。
関連概念
正規表現（474ページ）
関連情報
http://www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt

A.2.2 policy.siv
通常、デフォルトの policy.siv ファイルは 8つの if 制御ステートメントと 1つの else
ステートメントで構成されます。各制御ステートメントは、テストの種類、ブロック、
および一連の関連アクションで構成されます。一連のアクションによって、特定のメッ
セージを PureMessage 内で変更または転送できます。PureMessage に特有のアクショ
ン、テスト、およびコマンドには、このコマンドが Sieve への拡張子であることを識別
するために、pmx_ が先頭に付けられています。
ここでは policy.siv ファイルを 6つのパートに分けて説明します。各セクションに
は、各スクリプトと PureMessage でのメールフィルタリングに使用するコマンドと構
文に関する詳細説明が含まれています。
A.2.2.1 ポリシースクリプト 1:「Scan and Deliver Internal Messages」(内部メールに含
まれるウイルスを検索して配信)
pmx_test_mark;
# attr NAME=Mail from internal hosts
if pmx_relay :memberof "internal-hosts" {
# The 'pmx-mlog-watch' depends on this to know which messages
# are outgoing and which are not.
pmx_mark1 "i";
# attr NAME=Reject mail containing viruses
if pmx_virus {
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reject "One or more viruses were detected in the message.";
stop;
}
}

説明:
■

pmx_test_mark コマンドが「pmx-test 」プログラムによって送信されたサンプル
ファイルを識別するのに使用されます。
注:
このコマンドを使用するとリレーテストに遅延が発生するため、大量のメールを処
理するサイトを運営している場合、このアクションを無効に設定することをお勧め
します。詳細については、pmx-policy の man ページをご覧ください。

■

pmx_relay テストで「internal-hosts」リストで定義されたリレーから送信されてき

たメッセージが検出された場合
— pmx_mark1 コマンドによって、「Perimeter Protection」(境界防御) を有効にする
「i」マークがメッセージログに追加され、内部ホストと送信メッセージが区別さ
れます。フィルタリング処理中に追加された「マーク」はメッセージに蓄積されて
いきます。これらのマークを使用して、後でカスタマイズされた統計レポートを生
成できます。
■

pmx_virus コマンドは、メッセージにウイルスが含まれていないかどうかを検索し
ます。メッセージがウイルスを含む場合
— 「One or more viruses were detected in the message」(メッセージ内で 1つまたは
複数のウイルスが検出) という理由でメッセージは拒否されます。
— stop コマンドによってメッセージの処理が終了します。

関連情報
pmx-policy
A.2.2.2 ポリシースクリプト 2:「Scan External Mail for Viruses」(外部メールに含まれ
るウイルスを検索)
# attr NAME=Mail from external hosts
else {
pmx_add_header "X-PMX-Version" "%%PMX_VERSION%%";
pmx_mark "Size" "%%MESSAGE_SIZE%%";
# attr NAME=Clean mail containing viruses
if pmx_virus {
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pmx_file "Virus";
pmx_virus_clean "cantclean.tmpl";
pmx_replace_header "Subject" "[PMX:VIRUS] %%SUBJECT%%";
pmx_replace_header "X-PerlMx-Virus-Detected" "%%VIRUS_IDS%%";
}

説明:
■

if pmx-relay テスト結果が「false」の場合、else 制御コマンドが実行されます。

— メールは外部ホストから送信されたものと想定されます。
— pmx_add_header コマンドによってメッセージにヘッダが追加されます。ヘッダに
は「X-PMX-Version」の文字列と PureMessage のバージョン情報 (%%PMX_VERSION%%
テンプレートの変数を使用して追加) が含まれます。
— メッセージのサイズがメッセージログに書き込まれます。%%MESSAGE_SIZE%% テン
プレートの変数は、バイト単位のメッセージの実際のサイズの値と置き換えされま
す。
■

pmx_virus コマンドは、メッセージにウイルスが含まれていないかどうかをテストし

ます。テストで「true」が返され、メッセージにウイルスが含まれている場合
— pmx_file によって、メッセージは「Virus」(ウイルス) であるという理由で隔離
ディレクトリにコピーされます。このアクションは、メッセージの配信には影響を
与えません。
— pmx_virus_clean のアクションによって、メッセージからのウイルス除去が実行
されます。除去が失敗した場合、メッセージは隔離され、失敗時に関する指定のテ
ンプレートファイルの cantclean.tmpl に基づいたメッセージが受信者に送信さ
れます。
— pmx_replace_header コマンドによって、「Subject」(件名) ヘッダに [PMX:VIRUS]
の接頭辞が追加されます。元の「Subject」(件名) はヘッダの最後に %%SUBJECT%%
テンプレート変数と共に追加されます。
— pmx_replace_header コマンドによって、「X-PerlMx-Virus-Detected」ヘッダが
追加または変更されます。%%VIRUS_IDS%% テンプレート変数によって、検出され
たウイルス ID をメッセージヘッダに追加します。
A.2.2.3 ポリシースクリプト 3:「Deliver External Whitelisted Messages」(許可リスト
にある外部メッセージを配信)
# attr NAME=Deliver mail from whitelisted hosts and senders
if anyof(pmx_relay :memberof "whitelisted-hosts",
envelope :memberof "From" "whitelisted-senders") {
keep;
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stop;
}

説明:
■

メッセージが「whitelisted-hosts」(許可リストにあるホスト) のリストで定義されて
いるリレー経由で配信されているか、「whitelisted-senders」(許可リストにある送
信者) で定義された「Envelope From」(送信者) アドレスを持っている場合
— keep アクションによってメッセージの配信が承認されます。
— stop コマンドによってメッセージの処理が終了します。

A.2.2.4 ポリシースクリプト 4:「Deliver External Messages to Anti-Spam Opt-Outs」
(外部メッセージをスパム検出免除に配信)
# attr NAME=Deliver mail to anti-spam opt-outs
if true {
pmx_deliver_for :memberof "anti-spam-optouts";
}
■

メッセージの受信者のアドレスが、「Anti-Spam Opt-Out」(スパム検出免除) リスト
で定義されている場合
— pmx_deliver_for "opt-in/opt-out" コマンドによってメッセージが配信されます。
このコマンドはメッセージの指定受信者に一致するかどうかに確認し、(一致した
場合) これ以降のフィルタリングプロセスを免除します。

A.2.2.5 ポリシースクリプト 5:「Quarantine External Blacklisted Messages」(外部の
ブロックリストに含まれるメッセージを隔離)
# attr NAME=Quarantine mail from blacklisted hosts and senders
if anyof(pmx_relay :memberof "blacklisted-hosts",
envelope :memberof "From" "blacklisted-senders") {
pmx_quarantine "Blacklisted";
stop;
}

説明:
■

メッセージが「blacklisted-hosts」(ブロックリストにあるホスト) のリストで定義さ
れているリレー経由で配信されているか、「blacklisted-senders」(ブロックリストに
ある送信者) で定義された「Envelope From」(送信者) アドレスを持っている場合
— pmx_quarantine のアクションによって、「Blacklisted」(ブロックリストに含まれ
る) という理由で PureMessage 隔離ディレクトリに送信されます。

482 | ポリシースクリプトのチュートリアル | PureMessage for UNIX

— stop コマンドによってメッセージの処理が終了します。
A.2.2.6 ポリシースクリプト 6:「Calculate Spam Probability, Modify and Deliver」」(ス
パムスコアを計算し、変更して配信)
メッセージの変更
# import levels here
# attr NAME=Copy to quarantine and deliver if spam probability is 50%
# or more.
if not pmx_spam_prob :under 50 {
pmx_replace_header "X-PerlMx-Spam" "Gauge=%%XGAUGE%%%%IGAUGE%%,
Probability=%%PROB%%, Report='%%HITS%%'";
pmx_file "Spam";
pmx_replace_header "Subject" "[PMX:%%GAUGE%%] %%SUBJECT%%";
stop;
}

説明:
■

pmx_spam_prob テストで、メッセージのスパムスコアが 50% 以上であることが判明

した場合
— pmx_replace_header によって、「X-PerlMx-Spam」ヘッダが追加、または変更さ
れます。%%XGAUGE%%%%IGAUGE%% 変数は、%%PROB%% 変数によって確認されたスパ
ムスコアが 10% 増えるごとに「X」の記号をヘッダに追加します。続いて、%%HITS%%
変数によってエンジンによって検出されたスパムの特徴のリストが追加されます。
— pmx_file コマンドは、「Spam」(スパム) という理由で隔離ディレクトリにメッ
セージをコピーします。
— pmx_replace_header コマンドによってメッセージの「Subject」ヘッダに「PMX:
」の接頭辞付けられ、メッセージのスパムスコアが 50% を超えた場合は 10% ごと
に # という記号が 1つずつ追加されます。少なくとも 1つの「#」が各メッセージ
に対して常に追加され、メッセージに 0～50% の確率でスパムが含まれていること
を示します。元のメッセージの件名は、ヘッダの最後に %%SUBJECT%% テンプレー
ト変数と共に追加されます。
— stop コマンドによってメッセージの処理が終了します。
メッセージの配信
# attr NAME=Add X-Header and deliver messages
else {
pmx_replace_header "X-PerlMx-Spam" "Gauge=%%XGAUGE%%%%IGAUGE%%,
Probability=%%PROB%%, Report='%%HITS%%'";
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stop;
}

説明:
■

pmx_spam_prob テストで、メッセージのスパムスコアが 50% 未満であることが判明

した場合
— pmx_replace_header によって、「X-PerlMx-Spam」ヘッダが追加、または変更さ
れます。%%XGAUGE%%%%IGAUGE%% 変数は、%%PROB%% 変数によって確認されたスパ
ムスコアが 10% 増えるごとに「X」の記号をヘッダに追加します。続いて、%%HITS%%
変数によってエンジンによって検出されたスパムの特徴のリストが追加されます。
— stop コマンドによってメッセージの処理が終了します。

A.3

PureMessage のデフォルトポリシーをカスタマイズ
する

このセクションでは PureMessage のデフォルトポリシーをカスタマイズして、使用環
境に適切なメールフィルタを作成する方法について説明します。さまざまなフィルタリ
ングのシナリオが紹介され、ポリシーを変更するための種々の方法が説明されます。以
下のシナリオが含まれます。

A.3.1 受信者を追加する
サイトによっては、特定のメッセージを自動的に既知のアドレスに送信する必要がある
場合があります。たとえば、「bug」というキーワードを含むすべてのメッセージをバ
グ追跡システムに送信させる必要があるような場合です。このポリシーによって、
「Subject」(件名) ヘッダに「bug」という文字列が含まれており、受信者が
「old-bugs@example.com」であるか、「X-Bug-Id」ヘッダが存在する場合、メッセー
ジ (bugs@example.com) に新しい受信者を追加します。
# attr NAME=add a recipient
# Adds a "bugs@example.com" recipient to the envelope.
if anyof (header :matches "Subject" "*bug*",
envelope "to" "old-bugs@example.com",
header :matches "X-Bug-Id" "*") {
pmx_add_recipient "bugs@example.com";
}
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説明:
■

最初のコマンドは、3つの複合テストで構成される if anyof ステートメントです。
ヘッダテストでは、「Subject」(件名) ヘッダが 「bug」に一致した場合、「true」が
返されます。envelope テストでは、 メッセージ受信者の「To」(宛先) ヘッダのいず
れか (if anyof) が「old-bugs@example.com」に一致した場合、「true」が返されま
す。2番目のヘッダテストでは、 「X-Bug-Id」ヘッダが一致した場合に「true」を返
します。これらの 3つのテストのいずかにおいて「true」が返された場合に、以下の
ようになります。
— pmx_add_recipient コマンドによって、メッセージが bugs@example.com に配信
されます。また、メッセージはすべての指定された元の受信者にも配信されます。

フィルタの設置場所
「add a recipient」(受信者を追加する) フィルタは「Policy Script 1: Scan and Deliver
Internal Messages」(ポリシースクリプト 1: 内部メッセージを検索して配信) のフィルタ
の前で、pmx_test_mark アクションの直後に設置される必要があります。「add a
recipient」(受信者を追加する) フィルタをこの箇所に設置すると以下のことが可能にな
ります。
■

■

「add a recipient」(受信者を追加する) フィルタが常に実行される。(別のフィルタの
stopコマンドでは discard フィルタは停止されません。)
それ以降のスパムおよびウイルス用のフィルタが常に実行される。「add a recipient」
(受信者を追加する) フィルタに stop コマンドが含まれている場合には、スパムやウ
イルス用のフィルタが実行される前にポリシースクリプトが終了してしまうため、免
責事項追加のフィルタには stop コマンドが含まれていません。)

A.3.2 ヘッダーを追加する
新しいヘッダをすべてのメッセージに追加することは、メッセージの追跡に役立ちま
す。このフィルタは「X-Seen-By」ヘッダをすべてのメッセージに追加します。
# attr NAME=add a header
# Adds an 'X-Seen-By' header to all messages.
pmx_add_header "X-Seen-By" "%%HOSTNAME%%";

説明:
■

pmx_add_header アクションは「X-Seen-By」ヘッダをメッセージに追加します。ヘッ
ダの値は PureMessage マシンのホスト名です (例: mail.example.com)。%%HOSTNAME%%
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テンプレート変数が呼び出されます。対応テンプレート変数のリストについては、
pmx-policy の man ページをご覧ください。
フィルタの設置場所
「add a header」(ヘッダを追加する) フィルタは「Policy Script 1: Scan and Deliver
Internal Messages」(ポリシースクリプト 1: 内部メッセージを検索して配信) のフィルタ
の前で、pmx_test_mark アクションの直後に設置される必要があります。「add a
header」(ヘッダを追加する) フィルタをこの箇所に設置すると以下のことが可能になり
ます。
「add a header」(ヘッダを追加する) フィルタが常に実行される。(別のフィルタの
stopコマンドでは discard フィルタは停止されません。)

■

それ以降のスパムおよびウイルス用のフィルタが常に実行される。(「add a header」
(ヘッダを追加する) フィルタに stop コマンドが含まれている場合には、スパムやウ
イルス用のフィルタが実行される前にポリシースクリプトが終了してしまうため、免
責事項追加のフィルタには stop コマンドが含まれていません。)

■

関連概念
ポリシースクリプト 1:「Scan and Deliver Internal Messages」(内部メールに含まれるウ
イルスを検索して配信)（478ページ）
関連情報
pmx-policy

A.3.3 スパムを検出する
特定の場合においては、すべてのスパムメッセージを指定されている受信者に配信する
ことが望ましいことがあります。たとえば、サイト管理者が PureMessage の初期テス
トや最適化を実行するときなどがこれに該当します。このような状況では、スパム検知
フィルタは、スパムを特定し、全メッセージにスパム確率を記載して受信者へ配信する
上で有効な機能です。最適化の処理中に、メールの受信者は特定のフィルタに正確性に
対してコメントを返すことも可能です。
注:
「スパム検知」フィルタを使用するには、オプションの「PureMessage-Policy-Spam」
コンポーネントが必要です。
#
#
#
#

attr NAME=spam detection
Detects spam probability over 50%.
Prefixes 'Subject' header with '[SPAM:]'.
Adds an 'X-PMX-Spam' header.
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if pmx_spam_prob :over 50 {
pmx_replace_header "Subject" "[SPAM:%%GAUGE%%] %%SUBJECT%%";
pmx_add_header "X-PMX-Spam" "Probability=%%PROB%%";
stop;
}

説明:
■

pmx_spam_prob テストで、メッセージのスパムスコアが 50% 以上であることが判明

した場合
— pmx_replace_header のアクションによって メッセージの「Subject」(件名) に以
下のような文字列を先頭に追加します。[SPAM:###] に表示される「#」の文字は、
1 つ追加されるごとに pmx_spam_prob の引数を 10% 超えることを表します (少な
くとも 1つの「#」が各メッセージに対して常に追加され、メッセージに 0～50%
の確率でスパムが含まれていることを示します)。
例:このフィルタを使用すると、スパム確率が 60% のメッセージは「Subject」ヘッ
ダの前に [SPAM:##] が追加されることになります。スパム確率が 50% のみのメッ
セージの場合には、「Subject」ヘッダに [SPAM:#] が追加されることになります。
— その後、pmx_add_header アクションによって、スパム確率を数値で示す「X-PMXSpam」ヘッダが追加されます。メッセージヘッダは以下のように表示されます。
X-PMX-Spam:Probability=63%

— stop コマンドによってメッセージ処理が終了します。
フィルタの設置場所
「spam detection」フィルタは、ポリシースクリプト 6:「Calculate Spam Probability,
Modify and Deliver 」(スパムスコアを計算し、変更して配信) にあるフィルタと置き換わ
ります。このデフォルトポリシーフィルタの最初の部分を「spam detection」フィルタ
と置き換えることで以下が可能になります。
■

■

外部ホストからのメッセージのスパム確率が 50% を上回る場合、「spam detection」
フィルタが実行されます。
スパム確率が 50% 以上のメッセージは隔離されません。該当するスパム確率を示す
ヘッダが追加されます。

関連概念
ポリシースクリプト 6:「Calculate Spam Probability, Modify and Deliver」」(スパムスコ
アを計算し、変更して配信)（482ページ）
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A.3.4 スパムメッセージを隔離する
以下の「quarantine spam」(スパム隔離) フィルタを使用して、受信者のメールボック
スへ送信されるスパムメッセージの数を減少させることができます。「quarantine spam」
(スパム隔離) フィルタはポリシースクリプト 6:「」「Calculate Spam Probability, Modify
and Deliver 」(スパムスコアを計算し、変更して配信) にあるフィルタと置き換わりま
す。デフォルトのポリシースクリプト フィルタとは異なり、「quarantine spam」(スパ
ム隔離) フィルタはスパムスコアが 80% を上回る場合にメッセージを隔離します。(デ
フォルトのポリシースクリプトの場合、スパムスコアが 50% を上回る場合にメッセージ
を「保管」するだけです。pmx-policy の man ページの pmx_file コマンドをご覧く
ださい。
# attr NAME=quarantine spam
# Quarantines spam if probability over 80%.
# Else, delivers message if probability over 50%.
# Prefixes "Subject" header with "[SPAM:]".
# Adds an "X-PMX-Spam" header.
if pmx_spam_prob :over 80 {
pmx_quarantine "Spam";
stop;
}
elsif pmx_spam_prob :over 50 {
pmx_replace_header "Subject" "[SPAM:%%GAUGE%%] %%SUBJECT%%";
pmx_add_header "X-PMX-Spam" "Probability=%%PROB%%";
}

説明:
■

pmx_spam_prob テストで、メッセージのスパムスコアが 80% 以上であることが判明

した場合
— pmx_quarantine のアクションによって、メッセージは「Spam」(スパム) という
理由で PureMessage 隔離ディレクトリにコピーされます。この文字列は 1つの単
語である必要があります。複数の単語が使用された場合、単語間のスペースはアン
ダースコアに置き換えられます。たとえば、「message is spam」は
「message_is_spam」になります。隔離されたメッセージは、PureMessage
Manager や隔離ツールを使用して、閲覧、取り出し、およびダイジェストへの集計
ができます。
— stop コマンドによってメッセージ処理が終了します。
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■

pmx_spam_prob テストで、メッセージのスパムスコアが 50% 以上であることが判明

した場合
— pmx_replace_header のアクションによって メッセージの「Subject」(件名) に以
下のような文字列を先頭に追加します。[SPAM:###] に表示される「#」の文字は、
1 つ追加されるごとに pmx_spam_prob の引数を 10% 超えることを表します (少な
くとも 1つの「#」が各メッセージに対して常に追加され、メッセージに 0～50%
の確率でスパムが含まれていることを示します)。
— pmx_add_header アクションによって、最終的なスパム確率を示す「X-PMX-Spam」
ヘッダが追加されます。
フィルタの設置場所
「quarantine spam」フィルタはポリシースクリプト 6「Calculate Spam Probability,
Modify and Deliver 」(スパムスコアを計算し、変更して配信) にあるフィルタと置き換わ
ります。このデフォルトのポリシーフィルタを「quarantine spam」フィルタで置き換
えることによって、以下のことが可能になります。
■

■

■

外部ホストからのメッセージのスパム確率が 80% またが 50% を上回る場合「quarantine
spam」フィルタが実行されます。
スパムスコアが 80% を上回るメッセージは隔離されます。
スパムスコアが 50% ～ 79 % のメッセージは、追加ヘッダが加えられて受信者へ配信
されます。

関連概念
ポリシースクリプト 6:「Calculate Spam Probability, Modify and Deliver」」(スパムスコ
アを計算し、変更して配信)（482ページ）
関連情報
pmx-policy

A.3.5 ウイルスを検出する
以下の 3つのウイルス (virus) 用のフィルタを使用して、ウイルスを含んだメッセージに
対する PureMessage の処理方法を変更します。
注:
以下のフィルタのいずれかを使用する場合、オプションの「PureMessage-Policy-Virus」
パッケージが必要です。
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例 1:ウイルスの亜種を含むすべての外部メッセージを隔離する
「virus 1」フィルタを使用して、ウイルスの亜種を含むすべての外部メッセージを隔離
します。「virus 1」フィルタはポリシースクリプト 2: 「Scan External Mail for Viruses」
(外部メールに含まれるウイルスを検索) にあるデフォルトのポリシーフィルタを変更し
たものです。デフォルトのフィルタとは異なり、「virus 1」フィルタはウイルスの亜種
を含むすべてのメッセージを隔離します。未感染のメッセージに対しては何の処理も行
いません。pmx-policy の man ページの pmx_virus コマンドをご覧ください。
# attr NAME=virus 1
# Quarantines all infected messages.
if pmx_virus {
pmx_quarantine "Virus";
}

説明:
■

pmx_virus テストでメッセージ内にウイルスが検出された場合、次の処理が行われま

す。
— pmx_quarantine のアクションによって、「Virus」(ウイルス) という理由で
PureMessage 隔離ディレクトリに送信されます。
フィルタの設置場所
「virus 1」 フィルタはポリシースクリプト 2: 「Scan External Mail for Viruses」(外部
メールに含まれるウイルスを検索) と置き換えられます。このデフォルトのポリシーフィ
ルタを「virus 1」フィルタで置き換えることによって、以下のことが可能になります。
■

■

■

外部ホストからのメッセージがウイルスの亜種を含む場合、「virus 1」フィルタが実
行されます。
ウイルスの亜種を含むすべての外部メッセージが隔離されます。
このフィルタに続くPureMessageポリシーのフィルタは、常に実行されます。(「virus
1」フィルタには stop コマンドが含まれていません。stop コマンドが含まれている
場合には他の PureMessage フィルタが実行される前にポリシースクリプトが停止さ
れます。)

例 2:ウイルスの亜種を含むすべての内部メッセージを隔離する
「virus 2」フィルタを使用して、ウイルスの亜種を含むすべての外部メッセージを隔離
します。「virus 2」フィルタはポリシースクリプト 1: 「Scan and Deliver Internal
Messages」(内部メールに含まれるウイルスを検索して配信) にあるデフォルトのポリ
シーフィルタを変更したものです。デフォルトフィルタとは異なり、「virus 2」フィル
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タは内部ホスト経由で送信されてきたすべてのメッセージからウイルスの亜種を除去し
ようとします。デフォルトのポリシーではウイルスを含むすべての内部メッセージが拒
否されます。
# attr NAME=virus 2
#
if pmx_virus {
pmx_file "Virus";
pmx_virus_clean "cantclean.tmpl";
pmx_replace_header "Subject" "[PMX:VIRUS] %%SUBJECT%%";
stop;
}

説明:
このフィルタではウイルスを含むメッセージからウイルスを除去しようとします。ウイ
ルスの除去に成功すると、メッセージは元の受信者に届きます。ウイルスを除去できな
い場合は、感染した部分がエラーテンプレート cantclean.tmpl に置き換わります。
「Subject」(件名) には、[PMX:VIRUS] のマーキングが付けられ、受信者に PureMessage
でウイルスが発見されたことを通知します。
フィルタの設置場所
「virus 2」 フィルタはポリシースクリプト 1: 「Scan and Deliver Internal Messages」
(内部メールに含まれるウイルスを検索して配信) と置き換えられます。このデフォルト
のポリシーフィルタを「virus 2」フィルタで置き換えることによって、以下のことが可
能になります。
■

■

■

内部ホストからのメッセージがウイルスの亜種を含む場合、「virus 2」フィルタが実
行されます。
内部ホスト経由のすべてのメッセージに含まれるウイルスの亜種が除去されます。
このフィルタに続く PureMessage ポリシーのフィルタは、常に実行されません。
(「virus 2」フィルタには stop コマンドが含まれてます。stop コマンドが含まれてい
る場合には他の conref フィルタが実行される前にポリシースクリプトが停止されま
す。)

例 3:特定のウイルスを含む外部メッセージを破棄する
「virus 3」フィルタを使用して外部ホストを経由して送信されるメールを確認し、「Klez」
または「Sobig」の亜種を含むメッセージを破棄します。「virus 3」フィルタはポリシー
スクリプト 2: 「Scan External Mail for Viruses」(外部メールに含まれるウイルスを検索)
にあるデフォルトのポリシーフィルタを変更したものです。デフォルトのフィルタとは
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異なり、カスタムの「virus 3」フィルタは、pmx_virus_id command コマンドを使用し
て特定のウイルスを検索します。
# attr NAME=virus 3
# Discards messages infected with Klez or Sobig variants.
# Attempts to clean messages infected with other variants.
if pmx_virus {
if pmx_virus_id :matches ["*Klez*", "*Sobig*"] {
discard;
stop;
}
pmx_file "Virus";
pmx_virus_clean "cantclean.tmpl";
pmx_replace_header "Subject" "[PMX:VIRUS] %%SUBJECT%%";
}

説明:
■

pmx_virus コマンドは、メッセージにウイルスが含まれていないかどうかをテストし

ます。テストで「true」が返され、メッセージにウイルスが含まれている場合
— pmx_virus_id テストでは、メッセージに「Klez」または「Sobig」の亜種が含ま
れているかどうかを確認します。いずれかのウイルスが検出された場合には以下の
処理が行われます。
— メッセージが破棄されます。
— stop コマンドによってメッセージ処理が終了します。
— pmx_file コマンドは、「Virus」(ウイルス) という理由で隔離ディレクトリにメッ
セージをコピーします。
— pmx_virus_clean のアクションによって、メッセージからのウイルス除去が実行
されます。除去が失敗した場合、メッセージは隔離され、失敗時に関する指定のテ
ンプレートファイルの cantclean.tmpl に基づいたメッセージが受信者に送信さ
れます。
— pmx_replace_header コマンドによって、「Subject」(件名) ヘッダに [PMX:VIRUS]
の接頭辞が追加されます。元の「Subject」(件名) はヘッダの最後に %%SUBJECT%%
テンプレート変数と共に追加されます。

492 | ポリシースクリプトのチュートリアル | PureMessage for UNIX

フィルタの設置場所
「virus 3」 フィルタはポリシースクリプト 2: 「Scan External Mail for Viruses」(外部
メールに含まれるウイルスを検索) と置き換えられます。このデフォルトのポリシーフィ
ルタを「virus 3」フィルタで置き換えることによって、以下のことが可能になります。
■

■

■

外部ホストからのメッセージが特定のウイルスの亜種を含む場合、「virus 3」フィル
タが実行されます。
ウイルスの亜種を含むすべての外部メッセージが破棄されます。
このフィルタに続くPureMessageポリシーのフィルタは、常に実行されます。(「virus
3」フィルタには stop コマンドが含まれていません。stop コマンドが含まれている場
合には他の PureMessage フィルタが実行される前にポリシースクリプトが停止され
ます。)

関連概念
ポリシースクリプト 1:「Scan and Deliver Internal Messages」(内部メールに含まれるウ
イルスを検索して配信)（478ページ）
ポリシースクリプト 2:「Scan External Mail for Viruses」(外部メールに含まれるウイル
スを検索)（479ページ）
関連情報
pmx-policy

A.3.6 特定の特徴に基づいてメッセージを破棄する
# attr NAME=discard
# Discards messages containing key phrases.
if header :matches "Subject" ["Re:Approved", "Re:Details", "Re:Movie",
"Re:My details", "Re:Thank you!"]{
discard;
stop;
}

説明:
■

メッセージ「Subject」(件名) ヘッダが、リスト内の以下の文字列、「Re: Approved」、
「Re: Details」、「Re: Movie」、「Re: My details」、「Re: Thank you!」 と一致した
場合、「」
— メッセージが破棄されます。
— stop コマンドによってメッセージ処理が終了します。

PureMessage for UNIX | ポリシースクリプトのチュートリアル | 493

フィルタの設置場所
「discard」フィルタは、ポリシースクリプト 5: 「Quarantine External Blacklisted
Messages 」(外部のブロックリストにあるメッセージを隔離)のポリシーフィルタの直後
に追加する必要があります。「discard」フィルタをこの場所に設置することで、以下の
ことが可能になります。
■

他の PureMessage ポリシーが、スパム、ウイルス、許可リスト、ブロックリスト、
スパム受信を許可するユーザーリストに該当するメールをフィルタした後にのみ、
「discard」フィルタは実行されます。
(別のフィルタのstopコマンドでは discard フィルタは停止されません。)

■

discard フィルタ以降にフィルタは実行されません。(「discard」フィルタでは、stop
コマンドを使用して、特定の特徴を含むメッセージに対するフィルタリングを一時停
止できます。)

関連概念
ポリシースクリプト 5:「Quarantine External Blacklisted Messages」(外部のブロックリ
ストに含まれるメッセージを隔離)（481ページ）

A.3.7 送信免責事項を追加する
多くの企業サイトでは、送信電子メールに法的な免責事項の添付が義務づけられていま
す。PureMessage はこの処理をメールゲートウェイで一元管理できます。
# Add a disclaimer filter.
# Adds "banner.txt" file content to the message body.
# Only detect outgoing mail.
if pmx_relay :memberof "internal-hosts" {
pmx_add_banner :body :use_html_pre :file "banner.txt";
}

説明:
■

pmx_relay テストで「nternal-hosts」リストで定義されたリレーから送信されてきた

メッセージが検出された場合
— pmx_add_banner のアクションによってメッセージの本文に banner.txt ファイ
ルが追加されます。HTML 形式のメッセージの場合、このコマンドはファイルを
<pre> タグで囲むため、バナーがプレーンテキストのように表示されます。メッ
セージにテキストが含まれていない場合は、メッセージの終わりにバナーが添付と
して追加されます。

フィルタの設置場所
「add a disclaimer」(免責事項を追加する) フィルタはPolicy Script 1:「」Scan and Deliver
Internal Messages (ポリシースクリプト 1: 内部メッセージを検索して配信) のフィルタ
の前で、pmx_test_mark アクションの直後に設置される必要があります。「add a
disclaimer」(免責事項を追加する) フィルタをこの箇所に設置すると以下のことが可能
になります。
■

■

「add a disclaimer」(免責事項を追加する) フィルタがすべての送信メールに対して実
行される。(別のフィルタのstopコマンドでは discard フィルタは停止されません。)
それ以降のスパムおよびウイルス用のフィルタが常に実行される。(「add a disclaimer」
(免責事項を追加する) フィルタに stop コマンドが含まれている場合には、スパムや
ウイルス用のフィルタが実行される前にポリシースクリプトが終了してしまうため、
免責事項追加のフィルタには stop コマンドが含まれていません。)

関連概念
ポリシースクリプト 1:「Scan and Deliver Internal Messages」(内部メールに含まれるウ
イルスを検索して配信)（478ページ）
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B

Regular Expression Primer

The Regular Expressions Primer is a tutorial for those completely new to regular
expressions. To familiarize you with regular expressions, this primer starts with the simple
building blocks of the syntax and, through examples, builds to construct complex
expressions.
PureMessage uses regular expressions as follows:
■

The Policy Script: Regular expressions can be used as match operators (「Matches
regex」 and 「Does not match regex」) for many types of policy rule tests. For example,
a regular expression can be used to test the contents of a message's Envelope to
field. Certain policy rule actions also support the use of regular expressions. For example,
the 「Deliver immediately for」 action supports the use of a regular expression as a
match type for exceptions.
For information about using regular expressions while editing the policy script via the
PureMessage Manager, see 「Policy Rule Tests」 and 「Policy Rule Actions」. If you
are manually editing the policy script, see pmx-policy (the documentation for the
command-line interface to the PureMessage policy engine).
When regular expressions are used in policy rule tests or actions, they are not prefixed
or suffixed with slashes or braces. However, if you are manually editing the policy script
on the command-line, you must 「escape」 backslashes and quotes within regular
expressions by preceding them with a backslash. (The PureMessage Manager will
automatically escape these characters.) For example, to search for the string
「and\or」, enter 「and\\or」 as the regular expression. See 「Searching for Special
Characters」 for more information.

■

■

Lists: Lists can be configured to contain regular expressions. When creating a new
list, specify the 「Regular Expression」 match type. Individual entries in the list are
then entered as regular expressions. They are not prefixed with slashes or braces. It
is not necessary to escape special characters in regular expressions contained in lists.
For more information about configuring lists, see 「Lists」.
Anti-Spam Rules: Anti-spam rules support regular expressions as the test portion of
a rule. For example, the content of a message can be tested against a specified regular
expression. Many of the default anti-spam rules supplied with PureMessage are based
on regular expressions; custom anti-spam rules exclusively use regular expressions.
For information about configuring anti-spam rules, see 「Spam Detection」.
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B.1

About Regular Expressions

Regular expressions are used to describe patterns of characters that match against text
strings. They can be used as a tool to search for and replace text, manipulate data, or test
for a certain condition in a string of characters. Many everyday tasks can be accomplished
with regular expressions, such as checking for the occurrence of a specific word or phrase
in the body of an e-mail message, or finding specific file types, such as .txt files, in a
folder or directory. Regular expressions are often called 「regex」, 「regexes」,
「regexps」, and 「RE」. This primer uses the terms 「regular expressions」, 「regex」,
and 「regexes」 equally.
About Regex Syntax
Regular expressions use syntax elements comprised of alphanumeric characters and
symbols. For example, the regex (2) searches for the number 2, while the regex ([1-9][09]{2}-[0-9]{4}) matches a regular 7-digit phone number.
There are many flavors and types of regular expression syntax. These variations are found
in various tools, languages and operating systems. For example, Perl, Python, Tcl, grep,
sed, vi, and Unix all use variations on standard regex syntax. This primer focuses on
standard regex patterns not tied to a specific language or tool. This standard syntax can
be later applied to the specific language, tool or application of your choice.

B.2 Building Simple Patterns
Complete regular expressions are constructed using characters as small building block
units. Each building block is in itself simple, but since these units can be combined in an
infinite number of ways, knowing how to combine them to achieve a goal takes some
practice. This section shows you how to build regexes through examples ranging from
the simple to the more complex.

B.2.1 Matching Simple Strings
The simplest and most common type of regex is an alphanumeric string that matches
itself, called a 「literal text match」. A literal text regex matches anywhere along a string.
For example, a literal string matches itself when placed alone, and at the beginning,
middle, or end of a larger string. Literal text matches are case sensitive.
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Using regexes to search for simple strings.
Example 1: Search for the string 「at」.
■

Regex:
at

■

Matches:
at
math
hat
ate

■

Doesn't Match:
it
a-t
At

Example 2: Search for the string 「email」.
■

Regex:
email

■

Matches:
email
emailing
many_emails

■

Doesn't Match:
Email
EMAILing
e-mails

Example 3: Search for the string 「abcdE567」.
■

Regex:
abcdE567

■

Matches:
abcdE567
AabcdE567ing
text_abcdE567
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■

Doesn't Match:
SPAMabCdE567
ABCDe567

Note
Regular expressions are case sensitive unless case is deliberately modified.

B.2.2 Searching with Wildcards
In the previous examples, regular expressions are constructed with literal characters that
match themselves. There are other characters in regex syntax that match in a more
generalized way. These are called 「metacharacters」. Metacharacters do not match
themselves, but rather perform a specific task when used in a regular expression. One
such metacharacter is the dot 「.」, or wildcard. When used in a regular expression, the
wildcard can match any single character.
Using the wildcard to match any character.
Example 1: Search for the string 「ubject」.
■

Regex:
.ubject:

■

Matches:
Subject:
subject:
Fubject:

■

Doesn't Match:
Subject
subject

Example 2: Use three dots 「...」 to search for any three characters within a string.
■

Regex:
t...s

■

Matches:
trees
tEENs
t345s
t-4-s
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■

Doesn't Match:
Trees
twentys
t1234s

Example 3: Use several wildcards to match characters throughout a string.
■

Regex:
.a.a.a

■

Matches:
Canada
alabama
banana
3a4a5a

■

Doesn't Match:
aaa

B.2.3 Searching for Special Characters
In regular expression syntax, most non-alphanumeric characters are treated as special
characters. These characters, called 「metacharacters」, include asterisks, question
marks, dots, slashes, and other non-alphanumeric characters. In order to search for a
metacharacter without using its special attribute, precede it with a backslash 「\」 to
change it into a literal character. For example, to build a regex to search for a .txt file,
precede the dot with a backslash \.txt to prevent the dot's special function, a wildcard
search. The backslash, called an 「escape character」 in regex terminology, turns
metacharacters into literal characters.
Precede the following metacharacters with a backslash 「\」 to search for them as literal
characters:
^ $ + * ? . | ( ) { } [ ] \

Using the backslash 「\」 to escape special characters in a regular expression.
Example 1: Escape the dollar sign 「$」 to find the alphanumeric string 「$100」.
■

Regex:
\$100

■

Matches:
$100
$1000
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■

Doesn't Match:
2100
100

Example 2: Use the dot 「.」 as a literal character to find a file called 「email.txt」.
■

Regex:
email\.txt

■

Matches:
email.txt

■

Doesn't Match:
email
txt
email_txt

Example 3: Escape the backslash 「\」 character to search for a Windows file.
■

Regex:
c:\\readme\.txt

■

Matches:
c:\readme.txt

■

Doesn't Match:
c:\\readme.txt
d:\readme.txt
c:/readme.txt

B.2.4 Ranges and Repetition
Regex syntax includes metacharacters which specify the number of times a particular
character or string must match. This group of metacharacters are called 「quantifiers」;
they influence the quantity of matches found. Quantifiers act on the element immediately
preceding them, which could be a digit, a letter, or another metacharacter (including
spaces as metacharacters not previously defined and the dot 「.」). This section
demonstrates how quantifiers search using ranges and repetition.
B.2.4.1 Ranges, {min, max}
Ranges are considered 「counting qualifiers」 in regular expressions. This is because
they specify the minimum number of matches to find and the maximum number of
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matches to allow. Use ranges in regex searches when a bound, or a limit, should be placed
on search results. For example, the range {3,5} matches an item at least 3 times, but
not more than 5 times. When this range is combined with the regex, a{3,5}, the strings
「aaa」, 「aaaa」, and 「aaaaa」 are successfully matched. If only a single number is
expressed within curly braces {3}, the pattern matches exactly three items. For example,
the regex b{3} matches the string 「bbb」.
Using ranges to identify search patterns.
Example 1: Match the preceding 「0」 at least 3 times with a maximum of 5 times.
■

Regex:
60{3,5} years

■

Matches:
6000 years
60000 years
600000 years

■

Doesn't Match:
60 years
600 years
6003 years
6000000 years

Example 2: Using the 「.」 wildcard to match any character sequence two or three
characters long.
■

Regex:
.{2,3}

■

Matches:
404
44
com
w3

■

Doesn't Match:
4
a
aaaa
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Example 3: Match the preceding 「e」 exactly twice.
■

Regex:
be{2}t

■

Matches:
beet

■

Doesn't Match:
bet
beat
eee

Example 4: Match the preceding 「w」 exactly three times.
■

Regex:
w{3}\.mydomain\.com

■

Matches:
www.mydomain.com

■

Doesn't Match:
web.mydomain.com
w3.mydomain.com

B.2.4.2 Repetition, ? * +
Unlike range quantifiers, the repetition quantifiers (question mark 「?」, asterisk 「*」,
and plus 「+」) have few limits when performing regex searches, they are greedy. This
is significant because these quantifiers settle for the minimum number of required
matches, but always attempt to match as many times as possible, up to the maximum
allowed. For example, the question mark 「?」 matches any preceding character 0 or 1
times, the asterisk 「*」 matches the preceding character 0 or more times, and the plus
「+」 matches the preceding character 1 or more times. Use repetition quantifiers in
regex searches when large numbers of results are desired.
Using repetition to search for repeated characters with few limits.
Example 1: Use 「?」 to match the 「u」 character 0 or 1 times.
■

Regex:
colou?r
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■

Matches:
colour
color

■

Doesn't Match:
colouur
Colour

Example 2: Use 「*」 to match the preceding item 0 or more times; use 「.」 to match
any character.
■

Regex:
www\.my.*\.com

■

Matches:
www.mysite.com
www.mypage.com
www.my.com

■

Doesn't Match:
www.oursite.com
mypage.com

Example 3: Use 「+」 to match the preceding 「5」 at least once.
■

Regex:
bob5+@foo\.com

■

Matches:
bob5@foo.com
bob5555@foo.com

■

Doesn't Match:
bob@foo.com
bob65555@foo.com

B.2.4.3 Quantifier Summary
The following table defines the various regex quantifiers. Note that each quantifier is
unique and will perform a varying minimum and maximum number of matches in order
to search successfully.
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Quantifier

Description

{num}

Matches the preceding element num times.

{min, max}

Matches the preceding element at least
min times, but not more than max times.

?

Matches any preceding element 0 or 1
times.

*

Matches the preceding element 0 or more
times.

+

Matches the preceding element 1 or more
times.

B.2.5 Using Conditional Expressions
Conditional expressions help qualify and restrict regex searches, increasing the probability
of a desirable match. The vertical bar 「|」 symbol, meaning 「OR」, places a condition
on the regex to search for either one character in a string or another. Because the regex
has a list of alternate choices to evaluate, this regex technique is called 「alternation」.
To search for either one character or another, insert a vertical bar 「|」 between the
desired characters.
Example 1: Use 「|」 to alternate a search for various spellings of a string.
■

Regex:
gray|grey

■

Matches:
gray
grey

■

Doesn't Match:
GREY
Gray

Example 2: Use 「|」 to alternate a search for either email or Email or EMAIL or e-mail.
■

Regex:
email|Email|EMAIL|e-mail
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■

Matches:
email
Email
EMAIL
e-mail

■

Doesn't Match:
EmAiL
E-Mail

B.2.6 Grouping Similar Items in Parentheses
Use parentheses to enclose a group of related search elements. Parentheses limit scope
on alternation and create substrings to enhance searches with metacharacters. For
example, use parentheses to group the expression (abc), then apply the range quantifier
{3} to find instances of the string 「abcabcabc」.
Using parentheses to group regular expressions.
Example 1: Use parentheses and a range quantifier to find instances of the string
「abcabcabc」.
■

Regex:
(abc){3}

■

Matches:
abcabcabc
abcabcabcabc

Note
In the second match, the match will actually be to the first nine characters only.
■

Doesn't Match:
abc
abcabc

Example 2: Use parentheses to limit the scope of alternative matches on the words gray
and grey.
■

Regex:
gr(a|e)y
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■

Matches:
gray
grey

■

Doesn't Match:
gry
graey

Example 3: Use parentheses and 「|」 to locate past correspondence in a mail-filtering
program. This regex finds a 「To:」 or a 「From:」 line followed by a space and then
either the word 「Smith」 or the word 「Chan」.
■

Regex:
(To:|From:)(Smith|Chan)

■

Matches:
To:Smith
To:Chan
From:Smith
To:Smith, Chan
To:Smithe
From:Channel4News

■

Doesn't Match:
To:smith
To:All
To:Schmidt

B.2.7 Matching Sequences
You can build a regular expression to match a sequence of characters. These sequences,
called 「character classes」, simply place a set of characters side-by-side within square
brackets 「[]」. An item in a character class can be either an ordinary character,
representing itself, or a metacharacter, performing a special function. This primer covers
how to build simple character classes, prevent matches with character classes, and
construct compound character classes with metacharacters.
B.2.7.1 Building Simple Character Classes
The most basic type of character class is a set of characters placed side-by-side within
square brackets 「[]」. For example, the regular expression [bcr]at, matches the words
「bat」, 「cat」, or 「rat」 because it uses a character class (that includes 「b」,「c」,
or 「r」) as its first character. Character classes only match singular characters unless
a quantifier is placed after the closing bracket. For examples using quantifiers with
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character classes, see Compound Character Classes on page 510. The following table
shows how to use simple character classes in regex searches.
Note
When placed inside a character class, the hyphen 「-」 metacharacter denotes a
continuious sequence of letters or numbers in a range. For example, [a-d] is a range
of letters denoting the continuious sequence of a,b,c and d. When a hyphen is otherwise
used in a regex, it matches a literal hyphen.
Using simple character classes to perform regex searches.
Example 1: Use a character class to match all cases of the letter 「s」.
■

Regex:
Java[Ss]cript

■

Matches:
JavaScript
Javascript

■

Doesn't Match:
javascript
javaScript

Example 2: Use a character class to limit the scope of alternative matches on the words
gray and grey.
■

Regex:
gr[ae]y

■

Matches:
gray
grey

■

Doesn't Match:
gry
graey

Example 3: Use a character class to match any one digit in the list.
■

Regex:
[0123456789]
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■

Matches:
5
0
9

■

Doesn't Match:
x
?
F

Example 4: To simplify the previous example, use a hyphen 「-」 within a character class
to denote a range for matching any one digit in the list.
■

Regex:
[0-9]

■

Matches:
5
0
9

■

Doesn't Match:
234
42

Example 5: Use a hyphen 「-」 within a character class to denote an alphabetic range
for matching various words ending in 「mail」.
■

Regex:
[A-Z]mail

■

Matches:
Email
Xmail
Zmail

■

Doesn't Match:
email
mail

Example 6: Match any three or more digits listed in the character class.
■

Regex:
[0-9]{3,}
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■

Matches:
012
1234
555
98754378623

■

Doesn't Match:
10
7

B.2.7.2 Preventing Matches with Character Classes
Previous examples used character classes to specify exact sequences to match. Character
classes can also be used to prevent, or negate, matches with undesirable strings. To
prevent a match, use a leading caret 「^」 (meaning NOT), within square brackets, [^...].
For example, the regex [^a] matches any single character except the letter 「a」.
Note
The caret symbol must be the first character within the square brackets to negate a
character class.
Using character classes to prevent a sequence from matching.
Example 1: Prevent a match on any numeric string. Use the 「*」 to match an item 0 or
more times.
■

Regex:
[^0-9]*

■

Matches:
abc
c
Mail
u-see
a4a

■

Doesn't Match:
1
42
100
23000000
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Example 2: Search for a text file beginning with any character not a lower-case letter.
■

Regex:
[^a-z]\.txt

■

Matches:
A.txt
4.txt
Z.txt

■

Doesn't Match:
r.txt
a.txt
Aa.txt

Example 3: Prevent a match on the numbers 「10」 and 「12」.
■

Regex:
1[^02]

■

Matches:
13
11
19
17
1a

■

Doesn't Match:
10
12
42
a1

B.2.7.3 Compound Character Classes
Character classes are a versatile tool when combined with various pieces of the regex
syntax. Compound character classes can help clarify and define sophisticated searches,
test for certain conditions in a program, and filter wanted e-mail from spam. This section
uses compound character classes to build meaningful expressions with the regex syntax.
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Using compound character classes with the regex syntax.
Example 1: Find a partial e-mail address. Use a character class to denote a match for any
number between 0 and 9. Use a range to restrict the number of times a digit matches.
■

Regex:
smith[0-9]{2}@

■

Matches:
smith44@
smith42@

■

Doesn't Match:
Smith34
smith6
Smith0a

Example 2: Search an HTML file to find each instance of a header tag. Allow matches on
whitespace after the tag but before the 「>」.
■

Regex:
(<[Hh][1-6] *>)

■

Matches:
<H1>
<h6>
<H3 >
<h2
>

■

Doesn't Match:
<H1
<
h2>
<a1>

Example 3: Match a regular 7-digit phone number. Prevent the digit 「0」 from leading
the string.
■

Regex:
([1-9][0-9]{2}-[0-9]{4})

■

Matches:
555-5555
123-4567
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■

Doesn't Match:
555.5555
1234-567
023-1234

Example 4: Match a valid web-based protocol. Escape the two front slashes.
■

Regex:
[a-z]+:\/\/

■

Matches:
http://
ftp://
tcl://
https://

■

Doesn't Match:
http
http:
1a3://

Example 5: Match a valid e-mail address.
■

Regex:
[a-z0-9_-]+(\.[a-z0-9_-]+)*@[a-z0-9_-]+(\.[a-z0-9_-]+)+

■

Matches:
j_smith@foo.com
j.smith@bc.canada.ca
smith99@foo.co.uk
1234@mydomain.net

■

Doesn't Match:
@foo.com
.smith@foo.net
smith.@foo.org
www.myemail.com

Note
This regular expression will actually also match the smith@foo.net part of the
.smith@foo.net example.
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B.2.7.4 Character Class Summary
The following table defines various character class sequences. Use these alphanumeric
patterns to simplify your regex searches.
Character Class

Description

[0-9]

Matches any digit from 0 to 9.

[a-zA-z]

Matches any alphabetic character.

[a-zA-z0-9]

Matches any alphanumeric character.

[^0-9]

Matches any non-digit.

[^a-zA-z]

Matches any non-alphabetic character.

B.2.8 Matching Locations within a String
At times, the pattern to be matched appears at either the very beginning or end of a string.
In these cases, use a caret 「^」 to match a desired pattern at the beginning of a string,
and a dollar sign 「$」 for the end of the string. For example, the regular expression email
matches anywhere along the following strings: 「email」, 「emailing」, 「bogus_emails」,
and 「smithsemailaddress」. However, the regex ^email only matches the strings
「email」 and 「emailing」. The caret 「^」 in this example is used to effectively anchor
the match to the start of the string. For this reason, both the caret 「^」 and dollar sign
「$」 are referred to as anchors in the regex syntax.
Note
The caret 「^」 has many meanings in regular expressions. Its function is determined
by its context. The caret can be used as an anchor to match patterns at the beginning
of a string, for example:(^File). The caret can also be used as a logical 「NOT」 to
negate content in a character class, for example: [^...].
Using anchors to match at the beginning or end of a string.
Example 1: Use 「$」 to match the 「.com」 pattern at the end of a string.
■

Regex:
.*\.com$
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■

Matches:
mydomain.com
a.b.c.com

■

Doesn't Match:
mydomain.org
mydomain.com.org

Example 2: Use 「^」 to match 「inter」 at the beginning of a string, 「$」 to match
「ion」 at the end of a string, and 「.*」 to match any number of characters within the
string.
■

Regex:
^inter.*ion$

■

Matches:
internationalization
internalization

■

Doesn't Match:
reinternationalization

Example 3: Use 「^」 inside parentheses to match 「To」 and 「From」 at the beginning
of the string.
■

Regex:
(^To:|^From:)(Smith|Chan)

■

Matches:
From:Chan
To:Smith
From:Smith
To:Chan

■

Doesn't Match:
From: Chan
from:Smith
To Chan

Example 4: Performing the same search as #3, place the caret 「^」 outside the
parentheses this time for similar results.
■

Regex:
^(From|Subject|Date):(Smith|Chan|Today)
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■

Matches:
From:Smith
Subject:Chan
Date:Today

■

Doesn't Match:
X-Subject:
date:Today

B.3 More Regex Resources
Note
Regular expressions are very powerful tools and they don't always work quite the way
that you would expect. As a result, they can also be dangerous. An untested regular
expression can fail to match what you want it to match, and it can match what you
don't expect it to match. To ensure safe use of your regular expressions, always test
them, and never test them on live data. The links provided below represent some of the
best tutorials and resources for learning and working with regular expressions that are
available on the Internet; however, you must always test any of their examples or any
of the regular expressions you develop based on their tutorials on sample data.
Beginner:
■

Perl Regular Expressions Reference, ActiveState Programmer Network (ASPN)

■

Perl Regular Expressions Tutorial, ActiveState Programmer Network (ASPN)

■

Five Habits for Successful Regular Expressions, The O'Reilly ONLamp Resource Center

■

Beginner's Introduction to Perl - Part 3, The O'Reilly Perl Resource Center

Intermediate:
■

Rx Cookbook, ActiveState Programmer Network (ASPN)

■

Regexp Power, The O'Reilly Perl Resource Center

Advanced:
■

Power Regexps, Part II, The O'Reilly Perl Resource Center

Examples:
■

http://regexlib.com/ provides numerous regular expression examples, including regular
expressions for matching emails and URIs.
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C

Copyrights and Trademarks

Copyright © 2000-2011 Sophos Limited. All rights reserved. Sophos and PureMessage
are trademarks of Sophos Limited. All other trademarks are trademarks or registered
trademarks of their respective owners.
This Sophos software is licensed in accordance with the terms of the Sophos End User
License Agreement. A copy of this license agreement can be found at
http://www.sophos.com/legal
This software includes or may include:
* Perl and Perl modules originally written by others. Perl and all CPAN modules are used
in this Sophos software in accordance with the terms of the Perl Artistic License. A copy
of this license agreement is available at
http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html
The source code for Perl is available at http://www.cpan.org
* Software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit is available
at http://www.openssl.org
* Cryptographic software written by Eric A. Young and software written by Tim J. Hudson.
* Software originally written by Philip Hazel. Copyright © The University of Cambridge,
England. The source code for this software is available at:
ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
* Software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)
and the Apache SpamAssassin Project. A copy of the license agreement for this software
can be found at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt
* Software developed by The OpenLDAP Foundation. Copyright © 1999-2003 The
OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. A copy of the license agreement
for this software is reproduced below.
* Sendmail software. Copyright © 1988, 1993 The Regents of the University of California.
A copy of the license agreement for this software is reproduced below.
* Postfix software. The source code for this software is available at:
http://www.postfix.org/download.html. Changes made by Sophos are available via mail
order by submitting a request to Sophos; via email to support@sophos.com or via the
web at http://www.sophos.com/support/queries/enterprise.html.
* Software originally written by Thomas G. Lane. This software is based in part on the
work of the Independent JPEG Group.
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* Software originally written by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
Portions of this software are copyright © 2006 The FreeType Project (www.freetype.org).
* Software originally written by the zlib team, Jean-loup Gailly & Mark Adler.
* Software originally written by Thomas Boutell, Portions copyright 1994, 1995, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 by Cold Spring Harbor Laboratory.
Funded under Grant P41-RR02188 by the National Institutes of Health, Portions copyright
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 by Boutell.Com, Inc., Portions
relating to GD2 format copyright 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Philip Warner,
Portions relating to PNG copyright 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Greg Roelofs,
Portions relating to gdttf.c copyright 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 John Ellson
(ellson@graphviz.org), Portions relating to gdft.c copyright 2001, 2002, 2003, 2004 John
Ellson (ellson@graphviz.org), Portions relating to JPEG and to color quantization copyright
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Doug Becker and copyright © 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Thomas G. Lane. This software is based in
part on the work of the Independent JPEG Group. See the file README-JPEG.TXT for more
information, Portions relating to GIF compression copyright 1989 by Jef Poskanzer and
David Rowley, with modifications for thread safety by Thomas Boutell, Portions relating
to GIF decompression copyright 1990, 1991, 1993 by David Koblas, with modifications
for thread safety by Thomas Boutell, Portions relating to WBMP copyright 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 Maurice Szmurlo and Johan Van den Brande, Portions relating to GIF
animations copyright 2004 Jaakko Hyvätti (jaakko.hyvatti@iki.fi)
* Some software programs that are licensed (or sublicensed) to the user under the GNU
General Public License (GPL) or other similar Free Software licenses, which, among other
rights, permit the user to copy, modify and redistribute certain programs, or portions
thereof, and have access to the source code. The GPL requires for any software licensed
under the terms of the GPL, which is distributed in an executable binary format, that the
source code for such software also be made available to the users of the binary form. For
any such software covered under the GPL, the source code is available via mail order by
submitting a request to Sophos; via email to support@sophos.com or via the web at
http://www.sophos.com/support/queries/enterprise.html. A copy of the license
agreement for any such included software can be found at
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
* Socket 6
Copyright (C) 2000-2008 Hajimu UMEMOTO ume@mahoroba.org. All rights reserved.
Socket6.pm and Socket6.xs are based on perl5.005_55-v6-19990721 written by KAME
Project.
gai.h, getaddrinfo.c and getnameinfo.c are based on ssh-1.2.27-IPv6-1.5 written by
KIKUCHI Takahiro kick@kyoto.wide.ad.jp.
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Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE 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. Neither the name of the project 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 PROJECT 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 PROJECT 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.
* LibDB
* Copyright (c) 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. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
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* 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.
* OpenSSL
* ====================================================================
* Copyright (c) 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.
*
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* 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 at
* 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).
*
*
Original SSLeay License
-----------------------
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* Copyright (C) 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 Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared 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
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* 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 licence 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 licence
* [including the GNU Public Licence.]
*
* libxml2
Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c, list.c and the trio
files, which are covered by a similar licence but with different Copyright notices) all the
files are:
Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is fur- nished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FIT- NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
OR IN CON- NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
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Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other deal- ings in this Software
without prior written authorization from him.
* PostgreSQL
PostgreSQL is released under the PostgreSQL License, a liberal Open Source license,
similar to the BSD or MIT licenses.
PostgreSQL Database Management System (formerly known as Postgres, then as
Postgres95)
Portions Copyright (c) 1996-2010, The PostgreSQL Global Development Group
Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for
any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, provided
that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs
appear in all copies.
IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING
LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION,
EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER
IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO
PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
* Some software programs that are licensed (or sublicensed) to the user under the GNU
General Public License (GPL) or other similar Free Software licenses, which, among other
rights, permit the user to copy, modify and redistribute certain programs, or portions
thereof, and have access to the source code. The GPL requires for any software licensed
under the terms of the GPL, which is distributed in an executable binary format, that the
source code for such software also be made available to the users of the binary form. For
any such software covered under the GPL, the source code is available via mail order by
submitting a request to Sophos; via email to support@sophos.com or via the web at
http://www.sophos.com/support/queries/enterprise.html. A copy of the license
agreement for any such included software can be found at
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
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C.1

OpenLDAP License

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003 Redistribution and use of this
software and associated documentation ("Software''), with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices, 2.
Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and
notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution, and 3. Redistributions must contain a
verbatim copy of this document. The OpenLDAP Foundation may revise this license from
time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this
Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent
revision of the license.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS
"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 OPENLDAP FOUNDATION, ITS
CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE 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 names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific,
written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with
copyright holders. OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.
Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights
Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

C.2 SEE License
The SEE library source is released under what is commonly called a "BSD-style" licence:

/*
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* Copyright (c) 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.
*/
The separate 'dtoa.c' file is separately licenced, thus:
/****************************************************************
*
* The author of this software is David M. Gay.
*
* Copyright (c) 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.
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*
* 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.
*
***************************************************************/

C.3

Sendmail License

The following license terms and conditions apply, unless a different license is obtained
from Sendmail, Inc., 6425 Christie Ave, Fourth Floor, Emeryville, CA 94608, USA, or by
electronic mail at license@sendmail.com. License Terms:
Use, Modification and Redistribution (including distribution of any modified or derived
work) in source and binary forms is permitted only if each of the following conditions is
met:
1. Redistributions qualify as "freeware'' or "Open Source Software'' under one of the
following terms:
(a) Redistributions are made at no charge beyond the reasonable cost of materials and
delivery.
(b) Redistributions are accompanied by a copy of the Source Code or by an irrevocable
offer to provide a copy of the Source Code for up to three years at the cost of materials
and delivery. Such redistributions must allow further use, modification, and redistribution
of the Source Code under substantially the same terms as this license. For the purposes
of redistribution "Source Code'' means the complete compilable and linkable source code
of sendmail including all modifications.
2. Redistributions of source code must retain the copyright notices as they appear in
each source code file, these license terms, and the disclaimer/limitation of liability set
forth as paragraph 6 below.
3. Redistributions in binary form must reproduce the Copyright Notice, these license
terms, and the disclaimer/limitation of liability set forth as paragraph 6 below, in the
documentation and/or other materials provided with the distribution. For the purposes
of binary distribution the "Copyright Notice'' refers to the following language: "Copyright
© 1998-2004 Sendmail, Inc. All rights reserved.''
4. Neither the name of Sendmail, Inc. nor the University of California nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software

without specific prior written permission. The name "sendmail'' is a trademark of Sendmail,
Inc.
5. All redistributions must comply with the conditions imposed by the University of
California on certain embedded code, whose copyright notice and conditions for
redistribution are as follows:
(a) Copyright © 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
(b) Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
(i) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
(ii) 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.
(iii) 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.
6. Disclaimer/Limitation of Liability: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY SENDMAIL, INC.
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 SENDMAIL, INC.,
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 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 DAMAGES.
Note
You can find the source code at ftp://ftp.sendmail.org/pub/sendmail
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D

用語集

D.1 Active Directory
Active Directory は Windows 上での Microsoft による LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) を利用します。
Active Directory サービスによって、ネットワーク全体のユーザー ID および認証を管理
できます。

D.2 A レコード
「DNS A レコード」をご覧ください。
DNS A レコード（532ページ）をご覧ください。

D.3 ブラックホールリスト
ブラックホールリストとは、スパムのソースとして判明しているホストのリストです。
「ブロックリスト（529ページ）」および「DNSBL（532ページ）」もご覧ください。

D.4 ブロックリスト
ブロックリストとは、特定のホストからのメールをブロックするのに使用されるリスト
です。
Sophos のメールおよび URL フィルタリング製品では、このリストがブロック対象ホス
ト/送信者リストとしても参照されます。
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D.5 ブロッカ
IP ブロッカは、MTA またはポリシーで処理が実行される前にブロックリストに含まれて
いる IP アドレスからのメッセージを拒否するユーティリティです。
MTA またはポリシーで処理が実行される前にSophosLabs（540ページ）によってブロッ
クリストに一覧された IP アドレスが送信元のメッセージと、スパム送信者となる可能性
のある送信者からのメッセージがブロックするSophos のユーティリティです。
「pmx-blocker」もご覧ください。

D.6 CSM
CSM (Centralized Server Manager) は PureMessage の導入時にインスールされるサー
バーロールの 1つです。
CSM (Centralized Server Manager) は、単一サーバーへの導入、またはカスタムインス
トールでサーバーにインストールするロールとして選択できるサーバーロールの 1つで
す。CSM サーバーは最初のサーバーとしてインストールされる必要があります。通常、
Database Server ロールまたは Mail Filter ロールと同一のサーバーにインストールされま
す。およびをご覧ください。また、PureMessage Manager から使用可能な CSM の機能
についてはをご覧ください。ロール（539ページ）もご覧ください。

D.7

ダッシュボード

ダッシュボードとは、管理ユーザーインターフェースのデフォルトのページで、主要な
統計情報やステータスを表示します。
ダッシュボードとは、Sophos のメールおよび URL フィルタリング製品でデフォルトで
表示される最初のページです。製品に関する主要な統計情報やシステムのステータスを
表示します。
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D.8 ゼロデイ脅威
ゼロデイとは、脅威がまだ新しいために、保護対策のための脅威を検出する定義ファイ
ルが準備できていない期間を意味します。
急速に蔓延するインターネットワームなどの場合、ゼロデイの期間に多大な危害を加え
ることができます。Sophos では、Genotype™ (遺伝子型) テクノロジーを使用すること
で、特定の対策がまだ提供されていない未知の脅威も阻止し、スパムおよびウイルスの
亜種をブロックします。

D.9 DoS (denial of service) 攻撃
DoS (denial of service) 攻撃とは、ユーザーへのサービス提供を不能な状態にするホスト
またはネットワークに対する攻撃です。
通常、複数の分散型接続を使用して、標的のシステムの帯域を消費させたり、コンピュー
タ関連のリソースをオーバーロードの状態にさせることで攻撃を実行します。

D.10 辞書攻撃
辞書攻撃とは、ユーザーのパスワードを予想する上で、パスワードとして可能性の高い
語を、多くの場合、辞書からの語句のリストを使用して実行する手法です。
すべての可能性を実行するブルートフォースの攻撃とは (用語を選択的に適用する点で)
異なります。ユーザは簡単に予想できるパスワードを選択することが多いため、この攻
撃手法は有効です。スパム対策の用語として使用される場合には、スパム攻撃において
メールアカウント名を予測するために辞書のリストを使用することを意味することもあ
ります。

D.11 ディレクトリ ハーべスト攻撃
ディレクトリハーべスト攻撃とは、ユーザー名として可能なすべての英数字の組み合わ
せをメールのドメインに送信して、エラーメールの返信がなかったすべてのアドレスの
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データベースを作成することによって、スパム用のメーリングリストを作成する手法で
す。
ドメインに含まれる有効なメールアドレスを判別して、スパム配信用のデータベースに
追加することを目的としています。ハーベスティングを行うソフトウェアは、「ブルー
トフォース」と呼ばれる手法 (ユーザー名として可能なすべての英数字の組み合わせを
送信)、またはより限定的な手法 (たとえば、一般的な可能なすべての名前のイニシャル
に一般的な名字を組み合わせて使用するなど) のいずれかの方法を使用します。どちら
の場合もメールサーバーでは、存在しないメールアドレスに送信されたすべてのメッ
セージに対しては「Not found」(送信先が見つかりません) のメールを返信し、有効な
メールアドレスに送信されたメッセージには何も返信しません。ハーベスティングプロ
グラムでは、返信がなかったすべてのアドレスを含めたデータベースを作成します。

D.12 DNS A レコード
DNS A レコード (アドレスレコード) はホスト名を IP アドレスへマッピングします。

D.13 DNSBL
DNSBL とは、電子メールをスパムとして識別するのに使用される指標の 1つで、既知の
スパムソースの IP アドレスに関する発行済みのリストです。
DNS ベースのブラックホールリスト（529ページ）によって、DNS 経由でのクエリの実
行が可能な形式で、IP アドレスのリストを発行できます。DNSBL は、スパムに使用さ
れているリンクアドレスのリストを発行するのに使用されます。大半の MTA（536ペー
ジ） ソフトウェアは、当該の 1つまたは複数のリストに一覧されているサイトから送信
されてきたメッセージがある場合、メッセージ受信を拒否する、またはメッセージにフ
ラグを付けるように設定できます。
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D.14 DNS MX レコード
DNS MX レコード (Mail Exchange レコード) では、ドメイン名をそのドメインのメール
エクスチャンジサーバーのリストにマッピングします。

D.15 エッジサーバー
エッジサーバーとは、組織のイントラネットのセキュリティエッジで動作するサーバー
です。
組織外のシステムとの通信を行う、サーバーアプリケーションを稼働しているコンピュー
タです。メールおよびスパム対策に関する話題の中で使用される場合は、他の組織の
MTA に対してメッセージの送受信を行う MTA を意味します。

D.16 メールヘッダ
メールヘッダとは、メッセージの内容の情報および送信者から受信者へのメッセージの
経路を記録して、メールメッセージの先頭に追加されるメタ情報です。
メッセージの内容の情報および送信者から受信者へのメッセージの経路を記録して、
メールメッセージの先頭に追加されるメタ情報です。ヘッダは、送信者のメールクライ
アント別と、メッセージを送信先に配信する各メールリレーごとに追加されます。通
常、メッセージを取得するノードによってはヘッダは追加されません。一般的にメール
ヘッダには、To、From、Subject、Date、User-Agent、および Received が含まれます。

D.17 EUWI （End User Web Interface）
EUWI (End User Web Interface) はエンドユーザー向けの Web ベースのインターフェー
スで、エンドユーザーはユーザーに個別の PureMessage オプションを管理できます。
エンドユーザーは、ブロック (隔離) されたメッセージの管理、許可送信者およびブロッ
ク送信者リストの修正、その他ユーザー別オプションの設定をすることができます。
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D.18 検出漏れ
検出漏れ (false negative) とは、電子メールのメッセージをスパムではない、またはウイ
ルスがないと判定していながら実際にはスパムやウイルスが存在した場合を意味しま
す。
電子メールのメッセージをスパムではない、またはウイルスがないと判定していながら
実際にはスパムやウイルスが存在した場合を意味します。

D.19 誤検知
誤検知 (false positive) とは、ウイルスを検出、または電子メールのメッセージをスパム
であると判定していながら実際にはウイルスやスパムではない場合を意味します。
ウイルスを検出、または電子メールのメッセージをスパムであると判定していながら実
際にはウイルスやスパムではない場合を意味します。

D.20 glob
glob とは、検索で使用される最小単位の正規表現の構文です。
ここでは、検索で使用される最小単位の正規表現の構文を意味します。

D.21 Groups Web Interface
グループ Web インターフェースは、グローバル管理者が管理責任を「グループ」管理者
に委任することを可能にする Web ベースのインターフェースです。
グローバル管理者が管理責任をグループ/ドメインやロールに基づいて「グループ」管
理者に委任することを可能にする Web ベースのインターフェースです。タスクはアクセ
ス権限によって委任され、委任されるタスクには、隔離管理、レポート、リスト管理、
および特定のポリシーの設定が含まれます。グループ管理者は、グローバル管理者が使
用可能に設定したタブおよび機能にのみアクセスできます。
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D.22 グループ
グループとは、異なるポリシー設定を適用できるユーザーのリストです。
Sophos のメールおよび URL のフィルタリング製品は、これらのユーザーリストを基づ
いてポリシー（537ページ）設定において、どのフィルタリングアクションをどのユー
ザーへと実施するかを定義します。

D.23 ヒューリスティック
メッセージがスパムまたはウイルスを含んでいる可能性が高いことを一般的に示すスパ
ム検出ルール。
各テストの結果から、総合的なスパムスコア (weight) が計算されます。ヒューリスティッ
クによって、SophosLabs によってスパムやウイルスの特定の亜種が解析されていない
時点でも、一部のスパムやウイルスの亜種を PureMessage で検出できます。

D.24 内部ホスト
内部ホストはネットワーク内のゲートウェイまたはプロキシサーバーの背後にありま
す。
別の SMTP リレーまたはファイアウォールなど、別の機器がネットワーク境界に配置さ
れている場合、「内部」とはゲートウェイまたはプロキシサーバーよりネットワーク内
部にあるホストのことを意味します。

D.25 Manager
PureMessage Manager は PureMessage システムに対する Web ベースのグラフィカル
ユーザーインターフェース (GUI) です (これ以外のインターフェースとしてはコマンドラ
インインターフェースがあります)。
PureMessage Manager は PureMessage システムに対する Web ベースのグラフィカル
ユーザーインターフェース (GUI) です (これ以外のこれ以外のインターフェースとしては
PureMessageコマンドラインインターフェースがあります)。詳細については、のドキュ
メントをご覧ください。
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D.26 Milter
Milter とは、sendmail (MTA) の拡張機能で、管理者はスパムまたはウイルスのフィルタ
リングやメールポリシーを追加するメールフィルタを追加できます。
一般的に「Milter」とは、広範に使用されているオープンソースの MTA (メール転送エー
ジェント) sendmail への拡張機能を意味し、これによって管理者はスパムまたはウイル
スのフィルタリングやメールポリシーを追加するメールフィルタを追加できます。ただ
し、PureMessage のドキュメントでは、サポートされているすべての MTA と共に実行
されている PureMessage のフィルタリングプロセスを全般的に意味する際にもこの用
語が使用されます。

D.27 MTA
MTA (Mail Transfer Agent) とは、送信者または別のリレーからのメッセージを送信先へ
と転送するサービスです。メールリレーまたはメールハブとも呼ばれます。

D.28 MX レコード
DNS MX レコードをご覧ください。
DNS MX レコード（533ページ）をご覧ください。

D.29 ネットワークマスク
ネットワークマスクによって、IP アドレスのサブネットワークとホストの部分が示され
ます。
サブネットマスク、ネットマスク、またはアドレスマスクとも呼ばれます。ネットワー
クマスクは、ドットで 4つに区切られた IP アドレスのいずれに部分がホストの位置する
サブネットワークであり、いずれの部分がホストにあたるのかを指定するのに使用され
ます。ネットワークマスクは通常、ドットで 4つに区切る表記方法 (例: 255.255.255.0)
または CIDR 表記方法 (例: 192.168.1.0/24) で記載されます。
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D.30 パッケージ
パッケージとは、ソフトウェアのインストールおよびアップグレードで使用される、モ
ジュール構成でグループ化されたコンポーネントを含むファイルです。
Sophos のメールおよび URL フィルタリング製品のソフトウェアに対しては、グループ
化されたコンポーネントを含むパッケージファイルのダウンロードとインストールに
よって、インストールとアップグレードが実行されます。

D.31 フィッシング
フィッシング (Phishing) とは偽の銀行のメールや Web サイトを悪用して ID/パスワード
の取得をすることです。
(別名では Carding、Spoofing として知られ) メールやインスタントメッセージなど、公
式の電子的な通信手段を使用して信頼できる人物またはビジネスを装い、パスワードや
クレジットカードの詳細情報などの秘密情報を不正に取得しようと試みます。このフィッ
シングという言葉は、非常に手の込んだおびき出し方法を駆使してユーザーの金銭情報
およびパスワードを「釣り上げる (Fishing)」ように捕ることから名づけられました。
Sophos のメールおよび URL フィルタリング製品は、フィッシング詐欺を検出するよう
にデフォルト設定されています。

D.32 ポリシー
ポリシーとは、Sophos によるメールまたは URL のフィルタリングルールです。
ポリシーはテストとアクションで構成されています。メッセージまたは Web のコンテン
ツはポリシーエンジンを通過するため、指定された条件に一致するかどうかについてテ
ストされます。条件に一致した項目は、指定されているアクションが実行されます (例:
「Unscannable Attachments」(検索不可能な添付ファイル) - アクション:「Quarantine」
(隔離))。ルールは、以下の内容を含むメッセージまたは URL の ID および処理方法と関
連付けることができます。
■

スパム

■

ウイルス

■

検索不可能、暗号化された、または添付ファイル

■

不適切な語句
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■

キーワード

■

マルウェア

D.33 Postfix
Postfix は、管理が容易で高速・安全な MTA (メール転送エージェント) です。
Postfix は、メールのルーティングおよび配信を行うコンピュータプログラムであるオー
プンソースの MTA (メール転送エージェント) で、広範に使用されている sendmail に代
わる管理が容易で高速・安全なプログラムを目指しています。以前は VMailer および IBM
Secure Mailer の名前で知られ、Wietse Venema が IBM Thomas J. Watson Research
Center に所属中に開発され、現在も活発に開発が行われています。

D.34 PostgreSQL
PostgreSQL は、柔軟性のある BSD スタイルのライセンスでリリースされている、無料
のオブジェクト関係データベースのサーバー (データベース管理システム) です。
PostgreSQL は、柔軟性のある BSD スタイルのライセンスでリリースされている、無料
のオブジェクト関係データベースのサーバー (データベース管理システム) です。これに
よって、その他のオープンソースのデータベースシステムに代わる、独自のシステムが
提供されます。PureMessage は PostgreSQL を使用して、レポートデータ、隔離メッ
セージ、およびエンドユーザーのリソースの保存を行います。

D.35 隔離
隔離とは、ポリシールールによって配信がブロックされたメッセージを一箇所に確保す
ることです。
隔離されたメッセージは確認され、取り出すか、削除することができます。
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D.36 ロール
PureMessage のロールとは、ネットワーク上の 1つまたは複数のシステム間で分割でき
るネットワークサービスの内容を事前に定義してグループ分けしたものを意味します。
PureMessage のロールとは、ネットワーク上の 1つまたは複数のシステム間で分割でき
るネットワークサービスの内容を事前に定義してグループ分けしたもので、これによ
り、さまざまなメッセージ処理の要求を持ったさまざまな規模の組織においてのパー
フォーマンスを改善します。およびをご覧ください。また、PureMessage Manager から
使用可能な CSM の機能についてはをご覧ください。

D.37 スケジューラ
スケジューラは、PureMessage における cron の代替で、Unix/Linux のコマンドスケ
ジューラです。
スケジューラは PureMessage によって管理できる利点があるため、pmx コマンドを実
行して PureMessage の開始または停止を行うと PureMessage のスケジューﾙジョブの
開始と停止も実行できます。

D.38 Sendmail
Sendmail はオープンソースの MTA (メール転送エージェント) でメールのルーティング
および配信を実行します。
Sendmail は、メールのルーティングおよび配信を行うコンピュータプログラムである
オープンソースの MTA (メール転送エージェント) です。Sendmail は PureMessage と連
携する 3つの MTA の中の 1つです。

D.39 Sieve
Sieve は最終的な配信時にメールをフィルタリングする言語です。
Sieve は最終的な配信時にメールをフィルタリングする際に使用されるインターネット
の標準言語 (RFC3028 を参照) です。PureMessageポリシー（537ページ）では、Sieve
を使用しています。
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D.40 SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) はインターネットにおけるメール送信用標準プロ
トコルです。

D.41 SophosLabs
SophosLabs はセキュリティ脅威に対して 24時間/365日稼働している精鋭のアナリス
トで構成されています。
グローバルに展開する SophosLabs は、ソフォスの優秀なアナリストで構成されてお
り、既知/未知のマルウェアからビジネスを守ります。ウイルス、スパム、フィッシン
グ詐欺、スパイウェア、マルウェアのような変化の早い脅威に特化し、SophosLabs は
Sophos のすべてお客様にプロアクティブかつ迅速なソリューションを提供します。こ
れらの脅威解析センターでは、Sophos が新種脅威へに完全に対応し、最高レベルの顧
客満足とセキュリティ保護を実現できるように研究開発に取り組んでいます。

D.42 スパムスコア
スパムスコアとはスパム対策エンジンによってメッセージに割り当てられたスコアで、
メッセージがスパムである相対的な確率を示します。
スパム対策ルールはテスト定義と「数値」(weight) で構成されます。各テスト項目にメッ
セージが該当するごとに、そのテストに関連付けられた数値がメッセージの総スパムス
コアに追加されます。一般的には、アクションが実行されるのに十分なスパムスコアの
値になるには、メッセージが複数のルールに該当する必要があります。SophosLabs で
は、常時スパム動向を解析しており、 ES4000 および PureMessage スパム対策のルー
ルセットを適宜アップデートしています。

D.43 スパム
スパムとは、一度に大量の受信者へと送信される未承諾メールです。
「スパマー」は Usenet の書き込みや Web ページ、データベースから受信者のアドレス
を収集します。また、単に一般的な名前やドメインを推測したりします。
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スパム送信というのは、大半の ISP の AUP (Acceptable Use Policy) に違反する行為で、
送信者アカウントの強制剥奪もありえます。現在では多くの司法権がスパムを犯罪と見
なし、たとえば、アメリカでは、CAN-SPAM Act of 2003 で取り締まっています。

D.44 SXL
SXL とは、IP アドレス、メッセージ内の URI、および画像のフィンガープリントについ
て、リアルタイムの DNS ベースの照会を SophosLabs へ送信するのソフォスが使用して
いるインフラストラクチャです。
メッセージがスパムであるかどうかをスパム対策エンジンが判別できない場合、照会が
実行されます。これらのリアルタイムのルックアップはデフォルトで有効になってお
り、ソフォスが新しいスパム対策データを作成してから、スパム対策エンジンで使用可
能になるまでの持ち時間をできる限り短くするように配慮されています。

D.45 許可リスト
許可リストとは、その後の処理なしで常に電子メールを許可するアドレス、ホスト、ま
たは IP アドレスを識別するリストです。
「ホワイトリスト」とも呼ばれます。

