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はじめに

このガイドでは、Sun Java™ SystemMessaging Serverと付属するソフトウェアコンポーネン
トの管理方法について説明します。Messaging Serverは、オープンインターネット規格を
使用したあらゆる規模の企業およびメッセージングホストの電子メールニーズに対応す
る、強力で柔軟性のあるクロスプラットフォームのソリューションを提供します。

対象読者
このマニュアルは、管理するサイトで、Messaging Serverの管理や実装に対し、責任ある
立場の方を対象としています。『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4配備計
画ガイド』も読んでおく必要があります。

予備知識
このマニュアルは、Messaging Serverソフトウェアの管理を担当する責任者を対象とし、
次の一般的な知識を持っていることを前提にしています。

� インターネットおよびWWW(ワールドワイドウェブ)
� Messaging Serverのプロトコル
� Sun Java SystemAdministration Server
� Sun Java SystemDirectory Serverおよび LDAP
� Sun Java SystemConsole
� システム管理とネットワーキング
� 一般的な配備アーキテクチャー

このマニュアルの構成
このマニュアルは、次の章および付録から構成されています。
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表P–1このマニュアルの構成

章 説明

まえがき このマニュアルについての一般情報です。

第 1章 正常に機能しているMessaging Serverを使用できるようにするため
の手順を説明します。

第 2章 Messaging Server 5.2からこのバージョンのMessaging Serverへの
アップグレード方法について説明します。

第 3章 高可用性のクラスタリングソフトウェアVeritas Cluster Serverおよび
Sun Clusterを、Messaging Serverとともに使用するための設定方法に
ついて説明します。

第 4章 一般的なMessaging Serverタスクについて説明します。

第 5章 SunONEConsoleまたはコマンド行ユーティリティーを使って、
POP、IMAPおよびHTTPサービスをサポートするようにサーバー
を構成する方法について説明します。

第 6章 シングルサインオンを有効にする方法について説明します。

第 7章 標準メールプロトコル (POP、IMAP、および SMTP)向けの
MessagingMultiplexor (MMP)と、Messenger ExpressWebインタ
フェース向けのMessenger ExpressMultiplexorについて説明します。

第 8章 MTAの概念について説明します。

第 9章 アドレス変換とルーティングについて説明します。

第 10章 MTAのサービスと設定について説明します。

第 11章 imta.cnfファイル内で書き換えルールを設定する方法について説明
します。

第 12章 MTA設定ファイル imta.cnfでのチャネルキーワード定義の使用方法
について説明します。

第 13章 MTAの定義済みチャネルの使い方を説明します。

第 14章 Messaging Serverを使用して、スパムおよびウィルスフィルタリン
グソフトウェアを統合および設定する方法について説明します。

第 15章 LMTPの運用と開発について説明します。

第 16章 不在時の自動返信機構について説明します。

第 17章 メールをソース (差出人、IPアドレスなど)やヘッダー文字列に基
づいてフィルタリングする方法について説明します。

第 18章 メッセージストアとその管理インタフェースについて説明します。

はじめに
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表P–1このマニュアルの構成 (続き)
章 説明

第 19章 Messaging Serverに対するセキュリティーおよびアクセス制御の設
定方法について説明します。

第 20章 S/MIMEを管理する方法について説明します。

第 21章 Messaging Serverのロギング機能について説明します。

第 22章 MTAの障害追跡のための共通のツール、メソッド、および手続き
について説明します。

第 23章 Messaging Serverの監視について説明します。

付録A Messaging Serverの SNMPサポートを有効にする方法について説明
します。

付録 B Messaging Server内で Event Notification Service Publisher (ENS
Publisher)を有効にして Event Notification Service (ENS)を管理する方
法について説明します。

付録C 推奨しません。

付録D ShortMessage Service (SMS)を実装する方法について説明します。

付録 E インストールを計画するためのワークシートを示します。

Messaging Serverのマニュアルセット
次の表に、Messaging Serverのコアマニュアルセットに含まれるマニュアルの概要を示し
ます。

表 P–2Messaging Serverのマニュアル

マニュアル名 内容

『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』

Messaging Serverのコマンド、configutilパラ
メータ、設定ファイルとオプション、およびサ
ポートする標準についての詳細な参照情報を提
供します。

『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4配備計画ガイド』

Messaging Serverを含む、Sun Java System
Communications Servicesの配備に必要な情報を
提供します。

『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4DelegatedAdministrator管理ガイ
ド』

Sun Java SystemCommunications Services Delegated
Administratorの設定および管理方法について説
明します。また、DelegatedAdministratorのコマ
ンドについても解説します。

はじめに
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表 P–2Messaging Serverのマニュアル (続き)
マニュアル名 内容

『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4 SchemaMigration Guide』

LDAP Schema 1の Sun Java System LDAPDirectory
データを、SystemMessaging Serverおよび
Calendar Server用の LDAP Schema 2に移行する方
法について説明します。

『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4 Event Notification Service Guide』

Messaging ServerおよびCalendar Serverの Event
Notification Service (ENS)アーキテクチャーおよ
びAPIについて説明します。サーバーインス
トールのカスタマイズに使用可能な ENSAPIに
関する詳細な指示が含まれます。

『Sun Java SystemCommunications Services 2005Q4
リリースノート』

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4のリ
リース時に入手可能な重要な情報が含まれま
す。新機能や拡張された機能、既知の問題や制
限などの情報も提供します。

『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4 Schema Reference』

Messaging ServerおよびCalendar Server用のス
キーマ情報のリファレンスとして使用できま
す。

『Sun Java SystemCommunications
Express 6 2005Q4管理ガイド』

Communications Expressおよび付属するソフト
ウェアコンポーネントの管理方法について説明
します。

『Sun Java SystemCommunications
Express 6 2005Q4Customization Guide』

Communications Expressのルックアンドフィール
のカスタマイズ方法を説明します。最も一般的
なカスタマイズの実行方法を中心に説明しま
す。

『Sun Java Enterprise System 2005Q4 Installation
Guide for UNIX』

Sun Java Enterprise System (Java ES)ソフトウェア
をインストールする際に必要な情報が含まれま
す。

『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4MTA
Developer’s Reference』

Messaging ServerMessage TransferAgent (MTA)
Software Development Kit (SDK)およびCallable
Send機能について説明します。

『Sun Java Enterprise SystemGlossary』 用語集。

Sun Java SystemMessaging Serverマニュアルコレ
クション (http://docs.sun.com/coll/1312.1)

Messaging Serverのすべてのマニュアル。

Sun Java Enterprise Systemマニュアルコレク
ション (http://docs.sun.com/coll/1286.1)

Sun Java Enterprise Systemのマニュアル。

また、次のURLを使用すると、Communications Services製品のすべてのマニュアルを参
照できます。

はじめに
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関連マニュアル
http://docs.sun.com

SMWebサイトでは、Sunが提供しているオンラインマニュアルを参
照することができます。アーカイブをブラウズすることも、特定のマニュアルのタイト
ルまたは主題を検索することもできます。

Messaging Serverの配備に関連するその他のサーバーマニュアルについては、次を参照し
てください。

� AccessManagerのマニュアル: http://docs.sun.com/app/docs/coll/1292.1
� Calendar Serverのマニュアル: http://docs.sun.com/app/docs/coll/1313.1
� Communications Expressのマニュアル: http://docs.sun.com/app/docs/coll/1312.1
� Directory Serverのマニュアル: http://docs.sun.com/app/docs/coll/1316.1
� InstantMessagingのマニュアル: http://docs.sun.com/app/docs/coll/1309.1
� Messaging Serverのマニュアル: http://docs.sun.com/app/docs/coll/1312.1

デフォルトのパスとファイル名
次の表は、このマニュアルで使用されるデフォルトのパスとファイル名を示します。

表P–3デフォルトのパスとファイル名

プレースホルダ 説明 デフォルト値

msg_svr_base Messaging Serverのベースインス
トールディレクトリを示します。
Messaging Serverのデフォルトの
ベースインストールディレクトリ
および製品ディレクトリは、プ
ラットフォームにより異なりま
す。

Solarisシステム: /opt/SUNWmgsr

Linuxシステム:
/opt/sun/messaging

表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用しま
す。

はじめに
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表P–4表記上の規則

字体または記号 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレクトリ
名、画面上のコンピュータ出力、コード例
を示します。

.loginファイルを編集します。

ls -aを使用してすべてのファイ
ルを表示します。

machine_name% you have mail.

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画面上のコン
ピュータ出力と区別して示します。

machine_name% su

Password:

aabbcc123 変数を示します。実際に使用する特定の名
前または値で置き換えます。

ファイルを削除するには、rm

filenameと入力します。

『』 参照する書名を示します。 『コードマネージャー・ユー
ザーズガイド』を参照してくだ
さい。

「」 参照する章、節、ボタンやメニュー名、強
調する単語を示します。

第 5章「衝突の回避」を参照し
てください。

この操作ができるのは、「スー
パーユーザー」だけです。

\ 枠で囲まれたコード例で、テキストがペー
ジ行幅を超える場合に、継続を示します。 sun% grep ‘^#define \

XV_VERSION_STRING’

コード例は次のように表示されます。

� Cシェル

machine_name% command y|n [filename]

� Cシェルのスーパーユーザー

machine_name# command y|n [filename]

� BourneシェルおよびKornシェル

$ command y|n [filename]

� BourneシェルおよびKornシェルのスーパーユーザー

# command y|n [filename]

[ ]は省略可能な項目を示します。上記の例は、filenameは省略してもよいことを示してい
ます。

はじめに
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|は区切り文字 (セパレータ)です。この文字で分割されている引数のうち 1つだけを指定
します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shiftキーを押します)。た
だし、キーボードによっては Enterキーが Returnキーの動作をします。

ダッシュ (-)は 2つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-Dは Control

キーを押したまま Dキーを押すことを意味します。

コマンド例のシェルプロンプト
次の表に、デフォルトのシステムプロンプトおよびスーパーユーザーのプロンプトを示
します。

表P–5シェルプロンプト

シェル プロンプト

UNIXおよび LinuxシステムのCシェル machine_name%

UNIXおよび LinuxシステムのCシェルのスーパーユーザー machine_name#

UNIXおよび Linuxシステムの BourneシェルおよびKornシェル $

UNIXおよび Linuxシステムの BourneシェルとKornシェルのスーパー
ユーザー

#

MicrosoftWindowsのコマンド行 C:\

記号の表記ルール
次の表に、このマニュアルで使用される記号の表記ルールを示します。

表P–6記号の表記ルール

記号 説明 例 意味

[ ] 省略可能な引数およびコ
マンドオプションが含ま
れます。

ls [-l] -lオプションの指定は必須
ではありません。

{ | } 必須のコマンドオプ
ションの選択肢のセット
が含まれます。

-d {y|n} -dオプションとともに、y引
数または n引数を指定する
必要があります。

${ } 変数の参照を示します。 ${com.sun.javaRoot} com.sun.javaRoot変数の値
を参照します。

はじめに
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表P–6記号の表記ルール (続き)
記号 説明 例 意味

- 同時に実行する複数の
キーストロークを結び付
けます。

Control-A コントロールキーを押しな
がらAキーを押します。

+ 連続する複数のキースト
ロークを結び付けます。

Ctrl +A+N コントロールキーを押して
離し、続いて次のキーを押
します。

→ グラフィカルユーザーイ
ンタフェースのメニュー
の選択を表示します。

「ファイル」→「新規」
→「テンプレート」

「ファイル」メニューか
ら「新規」を選択します。
「新規」メニューから「テ
ンプレート」を選択しま
す。

Sunのオンラインリソースへのアクセス
docs.sun.comWebサイトでは、Sunが提供しているオンラインマニュアルを参照できま
す。docs.sun.comアーカイブをブラウズすることも、特定のマニュアルのタイトルまたは
主題を検索することもできます。オンラインで入手可能なマニュアルの形式は、PDFお
よびHTMLです。どちらの形式も、身体に障害をお持ちのユーザー向けの補助技術を
使ってお読みいただけます。

http://www.sun.comから、Sunの次のリソースにアクセスできます。

� Sun製品のダウンロード
� サービスおよびソリューション
� サポート (パッチとアップデートを含む)
� トレーニング
� 調査
� コミュニティー (SunDeveloper Networkなど)

外部Webサイトの参照
このマニュアルでは、関連する追加情報を参照するための外部URLが記載されていま
す。

はじめに
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注 –このマニュアルで述べる外部Webサイトの可用性について Sunは責任を負いません。
こうしたサイトやリソース上またはこれらを通じて利用できるコンテンツ、広告、製
品、その他の資料について Sunは推奨しているわけではなく、Sunはいかなる責任も負い
ません。こうしたサイトやリソース上で、またはこれらを経由して利用できるコンテン
ツ、製品、サービスを利用または信頼したことに伴って発生した (あるいは発生したと主
張される)いかなる損害や損失についても、Sunは直接的にも間接的にも、一切の責任を
負いません。

Sunでは、お客様のご意見を歓迎します。
Sunでは、マニュアルをよりよいものにするため、お客様のご意見やご提案をお待ちして
おります。http://docs.sun.comにアクセスして、「コメントの送信」をクリックしてく
ださい。オンラインフォームに、マニュアルの完全なタイトルと Part No.を記入してくだ
さい。Part No.は 7桁または 9桁の数字で、マニュアルの表紙またはドキュメントのURL
にあります。たとえば、このマニュアルの Part No.は 819-3613です。

はじめに
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インストール後の作業とレイアウト

この章では、読者があらかじめ『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4配備計
画ガイド』を読み、Sun Java™ Enterprise Systemインストーラを使用してMessaging Serverを
インストールしていることを前提にしています。『Sun Java Enterprise System 2005Q4イン
ストールガイド』を参照してください。次の作業を実行すると、Messaging Serverを機能
させることができます。さらに配備をカスタマイズすることも、ユーザーとグループの
プロビジョニングや移行を行うこともできます。カスタマイズについては、このマ
ニュアルの後続の章で説明します。プロビジョニングについては、『Sun Java System
Communications Services 6 2005Q4DelegatedAdministrator管理ガイド』を参照してくださ
い。

この章には、次の節があります。

� 48ページの「UNIXシステムのユーザーとグループを作成する」
� 49ページの「Messaging Server設定用にDirectory Serverを準備するには」
� 57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」
� 63ページの「Directory Serverのレプリカに対してMessaging Serverをインストールす
る」

� 64ページの「Messaging Serverプロビジョニングツールをインストールする」
� 67ページの「SMTPリレーブロッキング」
� 68ページの「システム再起動後の起動」
� 69ページの「sendmailクライアントの処理」
� 71ページの「Messenger ExpressおよびCommunications Expressメールフィルタの設
定」

� 72ページの「パフォーマンスとチューニング」
� 72ページの「インストール後のディレクトリレイアウト」
� 74ページの「インストール後のポート番号」
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47



UNIXシステムのユーザーとグループを作成する
システムユーザーが特定のサーバープロセスを実行するとき、そのプロセスを実行する
ための適切なアクセス権を持つように、ユーザーに権限が付与されていることが必要で
す。

まず、すべての Sun Java Systemサーバーで有効な 1つのシステムユーザーアカウントとグ
ループを設定します。次に、そのユーザーが所有するディレクトリとファイルに対し、
アクセス権を設定します。設定のための手順を、次に示します。

注 –セキュリティーの理由から、配備によっては、サーバーごとに異なるシステム管理者
を設定することが望ましい場合もあります。そのためには、サーバーごとに異なるシス
テムユーザーとグループを作成します。たとえば、Messaging ServerとWeb Serverにそれ
ぞれ異なるシステムユーザーを設定し、Messaging Serverのシステム管理者はWeb Server
を管理できないようにします。

� UNIXシステムのユーザーとグループを作成する
には

スーパーユーザーとしてログインします。

システムユーザーが所属するグループを作成します。

次の例では、mailsrvグループが作成されます。

# groupadd mail

システムユーザーを作成して、作成したグループと関連付けます。さらに、そのユー
ザーのパスワードを設定します。

次の例では、ユーザー mailが作成され、mailsrvグループと関連付けられます。

#useradd -g mail mailsrv

useraddコマンドと usermodコマンドは /usr/sbinにあります。詳細については、UNIXの
マニュアルページを参照してください。

作成したシステムグループにユーザーが追加されていることを確認するために、
/etc/groupファイルと /etc/passwdファイルをチェックすることが必要になる場合もあり
ます。

注 –Messaging Serverのインストール前にUNIXのシステムユーザーやグループを設定しな
い場合は、57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」の実行時に設定
することができます。

1

2

3

4
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Messaging Server設定用にDirectory Serverを準備するに
は

この節では、Directory Server設定スクリプト (comm_dssetup.pl)の実行方法について説明
します。このスクリプトは、Messaging Server、Calendar Server、またはUserManagement
Utilityの設定を処理するように LDAPDirectory Serverを設定します。comm_dssetup.plスク
リプトは、Directory Serverに新しいスキーマ、インデックス、および設定データを設定す
ることによって、Directory Serverを準備します。Messaging ServerやCommunications
Expressを新しくインストールした場合は、このスクリプトを実行する必要があります。
Directory Serverに依存するコンポーネント製品のいずれかをアップグレードする場合も、
最新の comm_dssetup.plを実行することをお勧めします。

次の項目について説明します。

� 49ページの「comm_dssetup.plの場所」
� 50ページの「comm_dssetup.pl要件」
� 51ページの「comm_dssetup.plスクリプトを実行する」

comm_dssetup.plの場所
旧バージョンの Java Enterprise Systemでは、このユーティリティーはMessaging Serverおよ
びCalendar Serverにバンドルされていて、別にインストールする必要はありませんでし
た。しかし Java Enterprise System 2005Q1では、このスクリプトは別個にインストール可能
な共有コンポーネントとなりました。

comm_dssetup.plをインストールするには、次のいずれかの方法を選んでください。

� Java Enterprise Systemインストールプログラムを使用している場合、コンポーネント選
択パネルで comm_dssetup.plを選択します(Directory Serverを選択すると、
comm_dssetup.plが自動的に選択される)。

� 旧バージョンの Java Enterprise Systemからのアップグレードで、Java Enterprise System
インストールプログラムを使用していない場合は、次のパッチをダウンロードしま
す。

Solaris Sparc: 118245、118242

Solaris x86: 118256、118243

Linux: 118247のみ

このようにインストールを実行すると、comm_dssetup.plは次のディレクトリに含まれま
す。

Solaris: /opt/SUNWcomds/sbin

Linux: /opt/sun/comms/dssetup/sbin

Messaging Server設定用にDirectory Serverを準備するには
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comm_dssetup.pl要件
comm_dssetup.plスクリプトを実行する前に、次の要件を確認してください。

� comm_dssetup.plスクリプトを実行する前に、ディレクトリサーバーをインストール
して設定する必要があります。

� comm_dssetup.plスクリプトをスーパーユーザーとして実行します。

� comm_dssetup.plを実行してから、Messaging Server、Calendar Server、Communications
Express、またはUserManagement Utility Initial Runtime Configurationプログラムを実行
します。

通常、ある製品 (Calendar Serverなど)に対してディレクトリサーバーで
comm_dssetup.plを実行する場合、別の製品 (Messaging Serverなど)に対しては、両方
の製品が同じディレクトリサーバーを使用するのであれば、再度実行する必要はあり
ません。ただし、comm_dssetupの実行時に回答した内容を変更する場合は、
comm_dssetupを再度実行する必要があります。たとえば、commdirmigを実行した
(Sun LDAP Schema 1から Sun LDAP Schema 2に移行した)などの理由で、次のMessaging
Server設定には別のユーザー/グループサフィックスを使用したい場合などです。

� comm_dssetup.plスクリプトは、使用しているディレクトリサーバーマシン上で実行
する必要があります。

� ディレクトリサーバーが実行中であることを確認してから、comm_dssetup.plを実行
します。

� 新しいバージョンのMessaging Serverをインストールするときは常に、Directory Server
マシンで新しいバージョンの comm_dssetup.plを実行する必要があります。新しいス
キーマおよび新しいインデックスが各Messaging Serverディストリビューションに追加
されている場合があります。

� 設定データとユーザーデータおよびグループデータが別々のディレクトリインスタン
スに分割されている場合、両方のインスタンスで comm_dssetupスクリプトを実行する
必要があります。

� UNIXシステムの場合、バージョン互換の問題を避けるために、PerlはDirectory Server
に付属のバージョンdir_svr_root/bin/slapd/admin/bin/perlを使用してください。

� comm_dssetup.plをリモートディレクトリサーバーで実行する場合は次の手順を行い
ます。

� dssetup.zipファイルを、msg_svr_base/installディレクトリからリモートディレ
クトリサーバーにコピーします。このファイルは、/tmpや /var/tmpなどのディレ
クトリにコピーすることもできます。すべてのDirectory Serverマシンに
comm_dssetupをインストールする代わりに、この zipファイルをほかのDirectory
Serverマシンにコピーすることもできます。

� dssetup.zipファイルを解凍します (このファイルには comm_dssetup.plおよび必須
スキーマが含まれている)。

� リモートディレクトリサーバーで comm_dssetup.plスクリプトを実行します。

Messaging Server設定用にDirectory Serverを準備するには
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� レプリケートされたディレクトリサーバーを実行する場合は、マスターディレクトリ
とレプリカディレクトリに対して comm_dssetup.plスクリプトを必ず実行する必要が
あります。

� Directory Server設定スクリプト (comm_dssetup.pl)Messaging Serverの設定用に
Directory Serverを準備する場合は、表 E–3にインストールパラメータを記入してくだ
さい。Messaging Serverの初期実行時設定では、これらのパラメータの一部が必要にな
ります。

comm_dssetup.plスクリプトを実行する
comm_dssetup.plは、インタラクティブモードまたはサイレントモードで実行できます。
詳細は、次の節で説明します。

� 51ページの「comm_dssetup.plをインタラクティブモードで実行するには」
� 55ページの「comm_dssetup.plをサイレントモードで実行するには」

表 E–3のインストールワークシートを使用して、回答を記録してください。

� comm_dssetup.plをインタラクティブモードで実行するには
引数なしで comm_dssetup.plを実行すると、次のように質問されます。

概要

# perl comm_dssetup.pl

Welcome to the Directory Server preparation tool for Java Enterprise

Communications Server.(Version X.X Revision X.X)
This tool prepares your directory server for Sun Java System Messaging

Server install.

The logfile is /var/tmp/dssetup_YYYYMMDDHHSS

Do you want to continue [y]:

続行するには Enterキーを押します。終了するには Noと入力します。

Directory Serverのインストールルート

Please enter the full path to the directory where the Java

Enterprise Directory Server was installed.

Directory server root [/var/opt/mps/serverroot]

Directory Serverマシン上のDirectory Serverのインストールルートの場所を指定します。
LinuxではDirectory Serverのルートの場所が異なることに注意してください。

1

2
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Directory Serverインスタンス
Please select a directory server instance from the following list:

[1] slapd-varrius

Which instance do you want [1]:

マシン上にDirectory Server resideの複数のインスタンスがある場合は、Messaging Serverと
ともに設定するインスタンスを選びます。

DirectoryManager識別名 (DN)
Please enter the directory manager DN [cn=Directory Manager]:

Password:

Directory Manager DN (cn=Directory Manager)は、組織ツリー内のユーザーデータおよび
グループデータの責任を持つ管理者です。このスクリプトで指定するDirectoryManager
DNは、Directory ServerインストールおよびMessaging Serverインストールで設定するDN
と同じものであることを確認します。

ユーザーおよびグループのDirectory Server
Will this directory server be used for users/groups [Yes]:

Yesと入力した場合は、ユーザー/グループツリーについてさらに質問されます。

Noと入力した場合、このディレクトリインスタンスは設定データの保存のみに使用され
ると見なされ、スキーマファイルの更新についての質問に進みます。設定ディレクトリ
インスタンスに対するこのスクリプトの実行が終了したあと、インストールプロセスに
移る前に、ユーザーデータおよびグループデータを保存するディレクトリインスタンス
に対してこのスクリプトを実行する必要があります。

ユーザーおよびグループベースのサフィックス
Please enter the Users/Groups base suffix [o=usergroup]:

ユーザーおよびグループのベースサフィックスは、ユーザーエントリおよびグループエ
ントリのネームスペースを保持する、組織ツリー内のトップエントリです。選択する
ユーザーおよびグループのベースサフィックスは、Directory Serverインストールおよび
Messaging Serverインストールで指定したものと同じベースサフィックスであることを確
認します。

注 –AccessManagerがインストールされている場合は、AccessManagerのインストール時
に指定したサフィックスが、この質問に答えて指定するものと同じであることを確認し
ます。同じサフィックスを使用しない場合、Messaging ServerはAccessManagerのインス
トールを認識できません。

組織ツリーの詳細については、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4配備計
画ガイド』の「LDAPディレクトリ情報ツリーの要件」および『Sun Java Enterprise

3
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System 2003Q4 Installation Guide』の第 12章「Messaging Server 6.0のプロビジョニングとス
キーマの概念」 (http://docs.sun.com)を参照してください。

スキーマタイプ
There are 3 possible schema types:

1 - schema 1 for systems with iMS 5.x data

1.5 - schema 2 compatibility for systems with iMS 5.x data

that has been converted with commdirmig

2 - schema 2 native for systems using Access Manager

Please enter the Schema Type (1, 1.5, 2) [1]:

Sun LDAP Schema 1を使用する予定の場合は、オプション 1を選択します。

Sun LDAP Schema 2 (互換モード)を使用する予定の場合は、オプション 1.5を選択しま
す。詳細は、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4 SchemaMigration
Guide』を参照してください。

Sun LDAP Schema 2 (ネイティブモード)を使用する予定の場合は、オプション 2を選択し
ます。

AccessManagerがインストールされていない場合に、comm_dssetup.plが終了することは
なくなりました。代わりに、AccessManagerがインストールされていないことを警告し、
Schema 2をインストールするオプションを提供します。警告画面は次のようになりま
す。

Please enter the Schema Type (1, 1.5, 2) [1]: 2

Access Manager has not been configured for this new user/group suffix

You can opt to continue, but you will not be able to use features

that depend on Access Manager

Are you sure you want this schema type? [n]:

スキーマオプションの詳細は、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4配備計
画ガイド』の第 8章「スキーマとプロビジョニングのオプションについて」を参照して
ください。

ドメインコンポーネント (DC)ツリーのベースサフィックス
Please enter the DC Tree base suffix [o=internet]:

注 –手順 7でオプション 1または 1.5を選択した場合は、DCツリーのベースサフィックス
を入力するよう求められます。オプション 2の「Sun LDAP Schema 2 -ネイティブモード」
を選択した場合、この入力は求められません。

DCツリーは、ローカルDNS構造をミラー化したものであり、ユーザーとグループの
データエントリを含む組織ツリーへのインデックスとしてシステムにより使用されま

7
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す。DCツリーのベースサフィックスは、DCツリーの最上位エントリの名前です。デ
フォルトの o=internetか別の名前のどちらかを選択できます。

DCツリーまたは組織ツリーの詳細は、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4
配備計画ガイド』の「LDAPディレクトリ情報ツリーの要件」および『Sun Java Enterprise
System 2003Q4 Installation Guide』の 12章、「Messaging Server 6.0のプロビジョニングとス
キーマの概念」 (http://docs.sun.com)を参照してください。

スキーマファイルの更新

Do you want to update the schema files [yes]:

Yesと答えると、新しい要素がスキーマに追加されます。新しいバージョンのMessaging
Serverをインストールするたびに、新しいスキーマファイルでDirectoryを更新すること
をお勧めします。

新しいインデックスの設定

Do you want to configure new indexes [yes]:

このDirectory Serverをユーザーとグループで使用するかどうかという質問 (手順 5)に Yes

と答えた場合、新しいインデックスを設定するかどうか尋ねられます。新しいイン
デックスは、キャッシュを作成してディレクトリ検索の効率を向上させるために使用さ
れます。この質問には Yesと答えることをお勧めします。ただし、次のような状況で
は、インデックスを作成する必要はありません。

� レプリカを提供するためだけに使用される、マスターのユーザー/グループDirectory
Serverである。つまり、このユーザー/グループDirectory Serverに対して直接クエリー
が実行されることはない。

� 本稼働用のユーザー/グループDirectory Serverに多数のエントリがあり、インデックス
作成のために長い停止時間が発生するのは望ましくない。

設定の要約

Here is a summary of the settings that you chose:

Server Root : /var/opt/mps/serverroot/

Server Instance : slapd-varrius

Users/Groups Directory : Yes

Update Schema : yes

Schema Type : 1

DC Root : o=internet

User/Group Root : o=usergroup

Add New Indexes : yes

Directory Manager DN : cn=Directory Manager

Now ready to generate a shell script and ldif file to modify

the Directory.

No changes to the Directory Server will be made this time.

Do you want to continue [y]:

9
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ディレクトリ設定が更新される前に、設定の要約が表示されます。この時点では変更は
加えられません。

注 –手順 7でオプション 2の「Sun LDAPSchema 2 (ネイティブモード)」を選択した場合、
設定の要約のDCRootは、User/Group Rootに入力した値と同じにになります。

設定を変更したい場合は、Noと入力し、スクリプトを再度実行します。

Yesと入力して続行すると、comm_dssetup.plスクリプトは、LDIFファイルと、ディレク
トリサーバー内のインデックスとスキーマの更新に使われるシェルスクリプトを作成し
ます。

/var/tmp/dssetup_YYYYMMDDHHMMSS.sh
/var/tmp/dssetup_YYYYMMDDHHMMSS.ldif

ここで、YYYYMMDDHHMMSSは、ファイルの作成された時刻と日付のスタンプを示し
ます。

注 –スクリプトをこの時点で実行するか、あとで実行するかを選択できます。スクリプト
をここで実行する場合は、続行するかどうかを尋ねられたときに Yesと入力します。ス
クリプトをあとで実行する場合は、/var/tmp/dssetup_YYYYMMDDHHMMSS.shを使用し
て、スクリプトを呼び出すことができます。

� comm_dssetup.plをサイレントモードで実行するには

サイレントモードを有効にするには、すべての引数を一度に 1行で指定します。

# perl comm_dssetup.pl -i yes|no -R yes|no -c \

Directory_Svr_Root -d Directory_instance \

-r DC_tree -u User_Group_suffix -s yes|no \

-D "DirectoryManagerDN" \

-w password -b yes|no -t 1|1.5|2 \

-m yes|path-to-schema-files]

例:

# perl comm_dssetup.pl -i yes -c /var/opt/mps/serverroot -d slapd-budgie

-r o=internet -u o=usergroup -s yes -D "cn=Directory Manager"

-w password -b yes -t 1 -m yes

このコマンドのオプションは、以下のとおりです。

◗
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オプション 説明

-i yes|no 質問「Do youwant to configure new indexes?」に答えます。新しいイ
ンデックスを設定する場合は、yesを指定します。新しいイン
デックスを設定しない場合は、noを指定します。

-R yes|no -m yesを指定した場合に、新しいインデックスが見つかるとイン
デックスの再作成を実行します。

-cDirectory_Svr_Root Directory Serverルートのパス名です。例: /var/opt/mps/serverroot

-dDirectory_instance Directory Serverインスタンスのサブディレクトリです。例:
slapd-budgie

-rDC_tree DCツリーのサフィックスです。例: o=internet

-uUser_Group_suffix ユーザー/グループサフィックスです。次に例を示します。
o=usergroup

-s yes|no 質問「Do youwant to update the schema?」に答えます。スキーマ
ファイルを更新する場合は、yesを指定します。スキーマファイル
を更新しない場合は、noを指定します。

-DDirectoryManagerDN Directory ManagerのDNです。例: "cn=Directory Manager"

-w password DirectoryManagerのパスワードです

-b yes|no 質問「Will this directory server be used for users and groups?」に答えま
す。ディレクトリサーバーを設定してユーザー/グループ用に使用
する場合は、yesを指定します。このディレクトリを設定データの
みに使用する場合は、noを指定します。

-t 1|1.5|2 Messaging Server用に使用するスキーマバージョンを決定します。
� Sun LDAP Schema 1の場合は、1を選択します。
� Sun LDAP Schema 2 (互換モード)の場合は、1.5を選択します。
詳細は、Sun Java SystemCommunications Services Schema
Migration Guideを参照してください。

� Sun LDAP Schema 2 (ネイティブモード)の場合は、2を選択して
ください。

-m yes|no 質問「Do youwant tomodify the directory server?」に答えます。
ディレクトリを変更する場合は、yesを指定します。ディレクトリ
を変更しない場合は、noを指定します。

-S path-to-schema-files スキーマファイルへのディレクトリパスを指定します。例:
./schema

comm_dssetup.plスクリプトのオプションすべての設定が終わると、スクリプトが実行さ
れる前に、次のような概要画面が表示されます。

Here is a summary of the settings that you chose:

Server Root : /var/opt/mps/serverroot/
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Server Instance : slapd-budgie

Users/Groups Directory : Yes

Update Schema : yes

Schema Type : 1

DC Root : o=internet

User/Group Root : o=usergroup

Add New Indexes : yes

Schema Directory : ./schema

Directory Manager DN : "cn=Directory Manager"

各オプションの詳細は、51ページの「comm_dssetup.plをインタラクティブモードで実行
するには」を参照してください。

Messaging Serverの初期実行時設定を作成する
初期実行時設定プログラムは、Messaging Serverを起動して実行する設定を提供します。
このプログラムの目的は、「初期実行時設定」を作成して、一般的に機能するMessaging
Server設定を行うことです。この設定を基に、必要に応じてカスタマイズを行うことがで
きます。このプログラムは 1回だけ実行するように意図されています。このプログラム
を実行すると、2回目以降は設定が上書きされます。初期実行時設定を変更するには、こ
の節と『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』に記載されて
いる設定ユーティリティーを使用してください。

Messaging Serverの前提条件
初期実行時設定プログラムを実行する前に、次の作業を行う必要があります。

� 管理サーバーをインストールして設定します (『Sun Java Enterprise System 2005Q4イン
ストールガイド』を参照)。管理サーバーの設定を行わなくてもMessaging Serverを設
定することはできますが、その場合、コンソールを使用してMessaging Serverサーバー
を管理することはできません。

� Directory Serverをインストールして設定します (『Sun Java Enterprise System 2005Q4イ
ンストールガイド』を参照)。

� comm_dssetup.plプログラムを実行します (49ページの「Messaging Server設定用に
Directory Serverを準備するには」を参照)。

� 付録 Eにあるチェックリストに、管理サーバーとDirectory Serverのインストールパラ
メータおよび設定パラメータを記録します。

Messaging Serverの設定チェックリスト
Messaging Serverの初期実行時設定プログラムを実行するときは、表 E–2にパラメータを
記入してください。いくつかの質問に対する回答には、付録 EにあるDirectory Serverお
よび管理サーバーのインストールチェックリストを参照してください。
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� Configureプログラムを実行するには
ここでは、Messaging Server設定プログラムの設定手順を紹介していきます。

セットアップでは、DNSが適切に設定されていること、およびローカルサブネット上に
ないホストにルーティングする方法が明確に指定されていることを確認します。

� /etc/defaultrouterに、ゲートウェイシステムの IPアドレスが含まれているはずで
す。このアドレスはローカルサブネット上にある必要があります。

� /etc/resolv.confが存在し、到達可能なDNSサーバーとドメインサフィックスに対す
る適切なエントリが含まれます。

� /etc/nsswitch.confで、hosts:行と ipnodes:行に files、dns、および nisキーワード
が追加されています。キーワードの filesは dnsと nisの前に置く必要があります。
そのため、行が次のような場合、

hosts: nis dns files

ipnodes: nis dns files

次のように変更します。

hosts: files nis dns

ipnodes: files nis dns

� FQDNが /etc/hostsファイルの 1番目のホスト名であることを確認します。
/etc/hostsファイルのインターネットホストテーブルが次のようである場合、

123.456.78.910 budgie.west.sesta.com

123.456.78.910 budgie loghost mailhost

ホストの IPアドレスが 1行だけ存在するように変更します。1番目のホスト名が完全
修飾ドメイン名であることを確認します。例:

123.456.78.910 budgie.west.sesta.com budgie loghost mailhost

� 次のコマンドを実行して、行が正しく読み取られることを確認できます。

# getent hosts ip_address
# getent ipnodes ip_address

行が正しく読み取られる場合、IPアドレス、FQDN、その他の値の順に表示されま
す。例:

# getent hosts 192.18.126.103

192.18.126.103 budgie.west.sesta.com budgie loghost mailhost

次のコマンドを使って、Messaging Server初期実行時設定を起動します。
/msg_svr_base/sbin/configure [flag]

1

2
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Messaging Serverをリモートシステムで設定する場合は、xhost(1)コマンドを使用する必
要が生じることがあります。

次の表に、configureプログラムを使って設定できるオプションフラグを示します。

フラグ 説明

-nodisplay コマンド行の設定プログラムを起動します。

-noconsole GUIユーザーインタフェースプログラムを起動
します。

-state [statefile] サイレントインストールファイルを使用しま
す。-nodisplayおよび -noconsoleフラグととも
に使用する必要があります。62ページの「サイ
レントインストールを実行するには」を参照し
てください。

configureコマンドを実行すると、次の設定プログラムが起動します。

ようこそ

設定プログラムの最初のパネルは、著作権ページです。続行するには「次へ」を選択
し、終了するには「キャンセル」を選択します。管理サーバーを設定しなかった場合は
警告が表示されるので、OKを選択して続行します。

完全修飾ホスト名 (FQHN)を入力します。

これは、Messaging Serverが動作するマシン名です。Java Enterprise Systemインストーラを
使用してサーバーをインストールしたときに、すでに物理ホスト名を指定済みである場
合があります。しかし、クラスタ環境をインストールする場合は、論理ホスト名を使用
する必要があります。ここで、最初に指定していたホスト名を変更できます。

設定およびデータファイルを保存するディレクトリを選択します。

Messaging Serverの設定およびデータファイルを保存するディレクトリを選択します。
msg_svr_baseの下にはないパス名を指定します。設定とデータディレクトリへのシンボ
リックリンクがmsg_svr_baseに作成されます。これらのシンボリックリンクの詳細は、72
ページの「インストール後のディレクトリレイアウト」を参照してください。

これらのファイルを保存するのに十分なディスク容量があることを確認します。

コンポーネントが読み込まれていることを示す、小さいウィンドウが表示されます。

コンポーネントの読み込みには数分かかることがあります。

設定するコンポーネントを選択します。

設定を行うMessagingコンポーネントを選択します。

3
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� Message TransferAgent:ルーティング、ユーザーメールの配信、および SMTP認証を処
理します。MTAは、ホストドメイン、ドメイン別名、サーバー側フィルタの機能をサ
ポートします。

� メッセージストア:メッセージストアを介して、一貫性のあるメッセージングサービ
スを提供します。メッセージストアには、HTTP、POP、および IMAPプロトコルを介
してアクセスできます。メッセージストアを設定するだけの場合、MTAも選択する必
要があります。

� Messenger Express:メッセージストアからメッセージを取得するHTTPプロトコルを処
理します。Messenger Expressを設定するだけであれば、メッセージストアとMTAも選
択する必要があります。

� MessagingMultiplexor:組織内の複数のメッセージングサーバーマシンに対するプロキ
シとして機能します。ユーザーはMultiplexorサーバーに接続し、Multiplexorサーバー
が各接続を適切なメールサーバーにリダイレクトします。このコンポーネントは、デ
フォルトでは無効になっています。MMPとメッセージストアのチェックを行うと、
それらが同じシステム上で有効になります。設定後、ポート番号を変更するための警
告メッセージが表示されます (この手順については、74ページの「インストール後の
ポート番号」を参照)。

MMPの設定方法については、第 7章を参照してください。

設定するコンポーネントにチェックマークを付け、設定しないコンポーネントの
チェックマークを外します。

設定されたファイルを所有するシステムユーザー名とグループを入力します。

システムユーザーおよびグループの設定の詳細は、48ページの「UNIXシステムのユー
ザーとグループを作成する」を参照してください。

ConfigurationDirectory Serverパネル

ConfigurationDirectory LDAPURL、管理者、およびパスワードを入力します。これは管理
サーバー設定から取得されます。

Directory ServerのインストールからConfiguration Server LDAPURLを収集します。表 E–1
にあるDirectory Serverインストールワークシートを参照してください。

DirectoryManagerには、Directory Server、およびDirectory Serverを使用するすべての Sun
Java Systemサーバー (Messaging Serverなど)に対する包括的な管理権限が付与されていま
す。また、Directory Server内のすべてのエントリの管理に必要なすべてのアクセス権も与
えられています。デフォルトかつ推奨される識別名 (DN)は、cn=Directory Managerで
す。これはDirectory Serverの設定時に設定されます。

注 –デフォルト以外の値を選択すると、管理サーバーとConfigurationDirectory Serverの間
に不一致が発生します。この場合、設定後に手動での作業が必要になります。した
がって、このエントリを変更するのは、十分な知識がある場合だけにしてください。
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User/GroupDirectory Serverパネル

ユーザーおよびグループのDirectory LDAPURL、管理者、およびパスワードを入力しま
す。

ホストからユーザーおよびグループのサーバー LDAPURL情報を収集し、Directory Server
インスタンスからポート番号情報を収集します。表 E–1にあるDirectory Serverインス
トールワークシートを参照してください。

DirectoryManagerには、Directory Server、およびDirectory Serverを使用するすべての Sun
Java Systemサーバー (Messaging Serverなど)に対する包括的な管理権限が付与されてお
り、Directory Server内のすべてのエントリの管理に必要なすべてのアクセス権が与えられ
ています。デフォルトかつ推奨される識別名 ( DN)は、cn=Directory Managerです。これ
はDirectory Serverの設定時に設定されます。

レプリケートされたDirectory Serverインスタンスに対してインストールする場合は、マ
スターディレクトリではなく、レプリカの資格情報を指定する必要があります。

ポストマスターの電子メールアドレス

ポストマスターの電子メールアドレスを入力します。

管理者が頻繁に監視するアドレスを選択します。たとえば、siroeドメインのポストマス
ターの場合は pma@siroe.comです。このアドレスは「Postmaster」から始めることはでき
ません。

電子メールアドレスのユーザーは自動的には作成されません。このため、プロビジョニ
ングツールを使って作成する必要があります。

管理者アカウントのパスワード

PAB管理者と SSLパスワードに対してだけでなく、サービス管理者、サーバー、ユーザー
およびグループの管理者、エンドユーザー管理権限に対しても使用する初期パスワード
を入力します。

初期実行時設定のあとで、このパスワードを個々の管理者アカウント用に変更すること
もできます。詳細は、113ページの「パスワードを変更するには」を参照してください。

デフォルトの電子メールドメイン

デフォルトの電子メールドメインを入力します。

この電子メールドメインは、ほかにドメインが指定されていない場合に使用されるデ
フォルトです。たとえば、デフォルトの電子メールドメインが siroe.comの場合、ドメイ
ンのないユーザー IDに宛てられたメッセージはこのドメインに送られます。

UserManagement Utility (Sun LDAP Schema 2を含むユーザーとグループのプロビジョニン
グのためのコマンド行インタフェース)を使用する場合は、設定中に同じデフォルトのド
メインを指定します。詳細は、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4
DelegatedAdministrator管理ガイド』を参照してください。
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組織DN
ユーザーやグループを作成する組織のDNを入力します。デフォルトは、電子メールド
メインの前にユーザー/グループサフィックスを付けたものです。

たとえば、ユーザー/グループサフィックスが o=usergroupで、電子メールドメインが
siroe.comの場合、デフォルトは o=siroe.com, o=usergroupです。ここで o=usergroupは
48ページの「UNIXシステムのユーザーとグループを作成する」で指定したユーザー/グ
ループのディレクトリサフィックスです。

組織DNと同じユーザー /グループのディレクトリサフィックスを選択すると、ホストド
メインを作成するよう決定した場合に移行の問題が起きることがあります。初期実行時
設定でホストドメインを設定する場合はユーザーおよびグループサフィックスの 1つ下
のレベルのDNを指定してください。

設定準備完了

設定プログラムは、マシンに十分なディスク容量があるかを確認してから、設定の準備
が完了したコンポーネントの概略を示します。

Messagingのコンポーネントを設定するには、「すぐに設定」を選択します。設定変数を
変更するには、「戻る」を選択します。また、設定プログラムを終了するには、
「キャンセル」を選択します。

Starting Task Sequence、Sequence Completed、および Installation Summaryパネル
「インストールの概要」パネルで「詳細」を選択することで、インストールの状態を確
認することができます。プログラムを終了するには、「閉じる」を選択します。

ログファイルは、/msg_svr_base/install/configure_YYYYMMDDHHMMSS.logに作成され
ます。ここで、YYYYMMDDHHMMSSは、設定の 4桁の年、月、日、時、分、および秒
を示します。

これで、Messaging Serverの初期実行時設定が設定されます。設定パラメータに変更を加
える場合は、このマニュアルでその手順に該当する部分を参照してください。

Messaging Serverを起動するには、次のコマンドを使用します。
/opt/SUNWmsgsr/sbin/start-msg

� サイレントインストールを実行するには
Messaging Server初期実行時設定プログラムは、自動的にサイレントインストール状態
ファイル (saveStateというファイル)を作成します。このファイルは、Messaging Server
Solarisパッケージがインストールされている配備で、追加のMessaging Serverインスタン
スをすばやく設定するために使用できます。設定プロンプトで指定したすべての値が、
そのファイルに記録されます。

サイレントインストールを実行すると、configureプログラムは、サイレントインストー
ル状態ファイルを読み取ります。configureプログラムは、Messaging Serverのその後の初
期実行時設定では同じ質問を繰り返さずに、このファイルの値を使用します。した
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がって、新しいインストールで状態ファイルを使用すると、ユーザーは一切質問を受け
ることがありません。その代わりに、新しいインストールパラメータとして状態ファイ
ルの値が自動的に適用されます。

サイレントインストール状態ファイル saveStateは、
msg_svr_base/install/configure_YYYYMMDDHHMMSSディレクトリに保存されます。こ
こで、YYYYMMDDHHMMSSは、saveStateファイルの 4桁の年、月、日、時、分、およ
び秒を示します。

サイレントインストール状態ファイルを使用して、配備先の別のマシン上に別の
Messaging Serverインスタンスを設定するには、次の手順に従います。

サイレントインストール状態ファイルを、新しいインストールを行うマシン上の一時的
な領域にコピーします。

必要に応じて、サイレントインストール状態ファイルを見直して編集します。

多くの場合、状態ファイルのパラメータおよび指定の変更が必要になります。たとえ
ば、新しいインストールのデフォルトの電子メールドメインが、状態ファイルに記録さ
れているデフォルトの電子メールドメインと異なる場合などです。状態ファイルに記録
されたパラメータが、このインストールに自動的に適用されることを忘れないでくださ
い。

次のコマンドを実行して、サイレントインストールファイルを使ってほかのマシンを設
定します。

msg_svr_base/sbin/configure -nodisplay -noconsole -state \

fullpath/saveState

ここで、fullpathは、saveStateファイルがある場所の完全なディレクトリパスです (この
節の手順 1を参照)。

注 –サイレントインストールプログラムを実行すると、サイレントインストールに
よって、新しい状態ファイルが、
msg_svr_base/install/configure_YYYYMMDDHHMMSS/saveStateディレクトリに作成さ
れます。ここで、YYYYMMDDHHMMSSは、saveStateファイルの 4桁の年、月、日、
時、分、および秒を示します。

Directory Serverのレプリカに対してMessaging Serverを
インストールする

Directory Serverのマスターに対してMessaging Serverをインストールする場合、次のこと
によって制限を受ける可能性があります。

� Directory Serverのマスターの資格を持っていない。

1

2

3

Directory Serverのレプリカに対してMessaging Serverをインストールする

第 1章 • インストール後の作業とレイアウト 63



� Messaging ServerがDirectory Serverマスターと直接通信できない。

� Directory Serverのレプリカに対してMessaging
Serverをインストールするには
50ページの「comm_dssetup.pl要件」に記載されているように、Directory Serverのレプリ
カを含むすべてのDirectory Serverに対して comm_dssetup.plプログラムを実行します。

57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」で説明されているように、
レプリケートされたDirectory Serverの資格を使用して、Messaging configureプログラムを
実行します。

デフォルトでは、このプログラムはmsg_svr_base/sbin/configureにあります。

Directory Server管理者を設定しようとすると、無効な権限のため、configureプログラム
は失敗します。ただし、Directory Serverのレプリカに適切な権限を許可するために必要な
msg_svr_base/config/*.ldifファイルが生成されます。

*.ldifファイルをDirectory Serverマスターに移動します。

*.ldifファイルで ldapmodifyコマンドを実行します。

ldapmodifyまたはmsg_svr_base/install/configure_YYYYMMDDHHMMSS.logの詳細は、
Sun Java SystemDirectory Serverのマニュアルを参照してください。

configureプログラムを再度実行します。

これで、Directory Serverのレプリカ (およびマスター)が、Messaging Serverで適切に機能
するように設定されます。

Messaging Serverプロビジョニングツールをインストー
ルする

次の節では、サポートされているプロビジョニングツールに関するインストール情報の
概要について説明します。

� 64ページの「Schema 1DelegatedAdministrator forMessaging」
� 66ページの「LDAPプロビジョニングツール」
� 48ページの「UNIXシステムのユーザーとグループを作成する」

Schema1DelegatedAdministrator forMessaging
Messaging Serverには、iPlanet DelegatedAdministrator (Sun LDAP Schema 1)と
Communications Services DelegatedAdministrator (Sun LDAP Schema 2)という 2つのGUIプロ
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ビジョニングツールが用意されています。この節では前者について説明します。後者の
詳細は、『Sun Java Enterprise System 2005Q4インストールガイド』を参照してください。

iPlanet DelegatedAdministrator (Sun LDAP Schema 1)をインストールするには、Sunソフト
ウェアページからダウンロードする必要があります。ダウンロード場所の情報について
は、ご利用の Sun Java System代理店にお問い合わせください。

注 – iPlanet DelegatedAdministratorは、Messaging ServerとWeb Serverをインストールして設
定してからしかインストールできません。iPlanet DelegatedAdministratorのインストール
の詳細については、iPlanet DelegatedAdministratorのマニュアルを参照してください。

iPlanet DelegatedAdministratorを利用できるのは、既存のMessaging Server 5.xインストール
に対してMessaging Server 6をインストールする場合だけです。Messaging Server製品を初
めて使用する場合は利用できません。

iPlanet DelegatedAdministratorは、Sun Java SystemWeb Server 6.0 (以前のMessaging Server 5.2
製品のみにバンドルされている)とともに使用する必要があります。Web Server 6.1 (Java
Enterprise Systemインストーラにバンドルされている)を iPlanet DelegatedAdministratorと
ともに使用することはできません。

インストール手順の要約: iPlanet DelegatedAdministrator forMessagingをMessaging Serverと
ともにインストールして設定するには、次の手順を行います。

注 –次の製品をインストールするときは、Java Enterprise Systemインストーラを使用しま
す。これらの製品の中には、独自の設定を持つものもあれば、製品のコンフィギュレー
タが Java Enterprise Systemインストーラ/コンフィギュレータに埋め込まれているものもあ
ります。詳細は、該当の製品のマニュアルを参照してください。

� iPlanetDelegatedAdministratorをインストールするには

Sun Java SystemDirectory Server 5.2がインストールされ設定されていることを確認します。

詳細は、『 Sun Java SystemDirectory Serverインストールガイド』を参照してください。

Messaging Serverをインストールして設定します。

Messaging Serverは、Sun Java SystemAccessManagerがインストールされないため、Sun
LDAP Schema 1を検出します。

以前のMessaging Server 5.2バンドルから Sun Java SystemWebServer 6.0をインストールしま
す。

Sun Java SystemWeb Serverのマニュアルと Sun Java SystemDelegatedAdministratorのマ
ニュアルを参照してください。
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iPlanet DelegatedAdministrator forMessaging 1.2パッチ 2をインストールします。
最新バージョンの入手については、Sunサポート代理店にお問い合わせください。

iPlanet DelegatedAdministratorのマニュアルを参照してください。

LDAPプロビジョニングツール
Sun LDAP Schema 1のユーザーとグループは、LDAPディレクトリツールを使用してプロ
ビジョニングすることができます。Schema 2はサポートされていません。

� Schema1LDAPプロビジョニングツールをインストールするには

Directory Serverがインストールされていない場合は、必ずインストールして設定してくだ
さい。

詳細は、『Sun Java Enterprise System 2005Q4インストールガイド』を参照してください。

AccessManagerを設定して、Directory Server内のデータを認識します。
AccessManagerが LDAPディレクトリ内のデータを認識できるようにするためには、
AccessManagerによって管理されるすべての組織、グループ、およびユーザーのエントリ
に、特殊なオブジェクトクラスを追加する必要があります。まだ追加していない場合
は、新しいアカウントのプロビジョニングを開始する前に実行してください。これらの
オブジェクトクラスをディレクトリに自動的に追加できるよう、サンプルスクリプトが
AccessManager製品にバンドルされています。これらのインストール後の手順の詳細は、
『Sun Java SystemAccessManager 6 2005Q1Migration Guide』を参照してください。

このマニュアルを参照して、Messaging Serverをインストールして設定します。
Messaging Serverは、AccessManagerがインストールされているかどうかに従って、どの
Sun Java System LDAPSchemaを使用するかを検出します。

Sun Java SystemWebServer 6.1をインストールおよび設定して、Messenger Expressでメール
のフィルタリングを有効にします。

メールのフィルタリングの有効化の詳細は、71ページの「Messenger Expressおよび
Communications Expressメールフィルタの設定」を参照してください。

メールのフィルタリングはプロビジョニングツールではありませんが、この機能は以前
のGUIバージョンのDelegatedAdministrator forMessagingに存在していました。

LDAPプロビジョニングの実行については、Sun Java SystemMessaging Serverのマニュアル
を参照してください。

Sun LDAP Schema 1の LDAPプロビジョニングの場合は、『iPlanetMessaging Server 5.2
Provisioning Guide』と『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4 Schema
Reference』を参照してください。『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4
Schema Reference』には、Sun LDAP Schema 1と v.2の両方のオブジェクトクラスと属性が
記載されています。
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SMTPリレーブロッキング
Messaging ServerMessaging Serverは、デフォルトで、試行された SMTPリレーをブロック
するように設定されています。つまり、認証されていない外部ソースから外部アドレス
へのメッセージの送信は拒否されます (外部システムとは、サーバーがあるホスト以外の
システムのこと)。ほかのシステムはすべて外部システムとみなされることから、SMTP
リレーをブロックするこのデフォルト設定はかなり厳しいものだといえます。

インストール後、自分のサイトのニーズを満たすように手動で設定を変更することが必
要です。特に、Messaging Serverが、内部システムと SMTPリレーを許可するサブネット
を認識するようにします。この設定を変更しなければ、MTA設定のテスト時に問題が生
じる可能性があります。

IMAPクライアントと POPクライアントがMessaging Serverシステムの SMTPサーバーを
通じて外部アドレス宛てのメッセージを送信し、SMTPAUTH (SASL)を使って承認を行わ
ない場合、メッセージの送信は拒否されます。どのシステムとサブネットを内部とみな
すかは、通常 INTERNAL_IPマッピングテーブルで制御されます。このテーブルは、ファイ
ルmsg_svr_base/config/mappingsにあります。

たとえば、IPアドレスが 192.45.67.89のMessaging Serverシステムの場合、デフォルトの
INTERNAL_IPマッピングテーブルは次のようになります。

INTERNAL_IP

$(192.45.67.89/24) $Y

127.0.0.1 $Y

* $N

この例の最初のエントリでは、$(IP-pattern/significant-prefix-bits)構文を使用し
て、24ビットの 192.45.67.89すべてに一致する IPアドレスが内部として認識されるよう
に指定しています。2番目のエントリでは、ループバック IPアドレス 127.0.0.1が内部と
して認識されます。最後のエントリは、その他のすべての IPアドレスが外部として認識
されるように指定しています。

最後の $Nエントリの前に別の IPアドレスやサブネットを指定して、エントリを追加する
こともできます。これらのエントリには、IPアドレスまたはサブネット (サブネットの指
定には $(.../...)構文を使用)を左側に、$Yを右側に指定する必要があります。また、
既存の $(.../...)エントリを変更して、より広範囲のサブネットを受け入れるようにす
ることもできます。

たとえば、このサンプルのサイトにクラスCネットワークがあり、すべての 192.45.67.0

サブネットを所有する場合は、マッピングテーブルの最初のエントリを次のように変更
します。

INTERNAL_IP

$(192.45.67.89/24) $Y

127.0.0.1 $Y

* $N

SMTPリレーブロッキング
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また、サイトが 192.45.67.80-192.45.67.99の範囲の IPアドレスだけを持つ場合は、次の
手順を行います。

INTERNAL_IP

! Match IP addresses in the range 192.45.67.80-192.45.67.95

$(192.45.67.80/28) $Y

! Match IP addresses in the range 192.45.67.96-192.45.67.99

$(192.45.67.96/30) $Y

127.0.0.1 $Y

* $N

IPアドレスが特定の $(.../...)テストの条件に一致するかどうかを確認するには、
msg_svr_base/sbin/imsimta test-match ユーティリティーが便利です。imsimta test

-mappingユーティリティーは、さまざまな IPアドレス入力に対し、INTERNAL_IPマッピン
グテーブルが望ましい結果を返すかどうかを確認するのにも便利です。

INTERNAL_IPマッピングテーブルを変更したあとは、変更を有効にするために、必ず、
msg_svr_base/sbin/imsimta cnbuildおよび msg_svr_base/sbin/imsimta restartユーティリ
ティーを実行してください。

マッピングファイルと一般的なマッピングテーブルの形式、および imsimtaコマンド行
ユーティリティーについては、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の第 2章「Message TransferAgent Command-line Utilities」を参照してくださ
い。また、INTERNAL_IPマッピングテーブルについては、532ページの「SMTPリレーを
追加するには」を参照してください。

システム再起動後の起動
起動スクリプトmsg_svr_base/lib/Sun_MsgSvrを使用すると、システム再起動後に
Messaging Serverを起動できるようになります。デフォルトでは、このスクリプトを実行
しない限り、システム再起動後にMessaging Serverが起動することはありません。また、
このスクリプトはMMPが有効な場合にMMPを起動できます。

システム再起動後の起動
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� 再起動後にMessaging Serverを有効にするには
Sun_MsgSvrスクリプトを /etc/init.dディレクトリの中にコピーします。

Sun_MsgSvrスクリプトの所有権とアクセスモードを次のように変更します。

所有権 (chown(1M)) グループ所有権 (chgrp(1M)) アクセスモード (chmod(1M))

root (スーパーユーザー) sys 0744

/etc/rc2.dディレクトリに移動して、次のシンボリックリンクを作成します。

ln /etc/init.d/Sun_MsgSvr S92Sun_MsgSvr

/etc/rc0.dディレクトリに移動して、次のシンボリックリンクを作成します。

ln /etc/init.d/Sun_MsgSvr K08Sun_MsgSvr

sendmailクライアントの処理
エンドユーザーが sendmailクライアントからメッセージを送信する場合、Messaging
Serverがプロトコル経由でクライアントとともに動作するよう設定することができます。
ユーザーは、引き続きUNIX sendmailクライアントを使用することができます。

sendmail設定ファイルを作成し修正すると、sendmailクライアントとMessaging Serverの
間での互換性を確保できます。

注 –システムに新しい sendmailパッチを適用するたびに、後述の70ページの「Solaris 9
プラットフォームで sendmail設定ファイルを作成するには」の手順で説明しているよう
に、submit.cfファイルを変更する必要があります。Solaris 8では、70ページの「Solaris
8で /usr/lib/sendmailの適切なバージョンを入手するには」の手順に従ってください。

以前のバージョンのMessaging Serverでは、アップグレードすると /usr/lib/sendmailバ
イナリが sendmail製品のコンポーネントで置き換えられていました。アップグレード時
のこの置換は、Messaging Serverでは発生しなくなりました。したがって、適切なバー
ジョンの /usr/lib/sendmailバイナリを最新の sendmailパッチから入手する必要がありま
す。

Solaris OS 9プラットフォームでは、sendmailは setuidプログラムではありません。現在
は、setgidプログラムです。
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� Solaris 8で /usr/lib/sendmailの適切なバージョン
を入手するには

ディレクトリ /usr/lib/mail/cf内のファイル main-v7sun.mcを検索して、このファイルの
コピーを作成します。

この節の例では、sunone-msg.mcというコピーが作成されます。

sunone-msg.mcファイルで、MAILERマクロの前に次の行を追加します。
FEATURE(”nullclient’, ”smtp:rhino.west.sesta.com’)dnl

MASQUERADE_AS(”west.sesta.com’)dnl

define(”confDOMAIN_NAME’, ”west.sesta.com’)dnl

57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」で説明しているように、
rhino.west.sesta.comはローカルホスト名で、west.sesta.comはデフォルトの電子メール
ドメインです。HA環境では論理ホスト名を使用してください。高可用性の論理ホスト名
の詳細については、第 3章を参照してください。

sunone-msg.mcファイルをコンパイルします。
/usr/ccs/bin/make sunone-msg.cf

sunone-msg.mcは、sunone-msg.cfを出力します。

/etc/mailディレクトリにある既存の sendmail.cfファイルのバックアップコピーを作成
します。

a. /usr/lib/mail/cf/sunone-msg.cfをコピーして、名前を sendmail.cfファイルに変更し
ます。

b. 新しい sendmail.cfファイルを /etc/mailディレクトリに移動します。

� Solaris 9プラットフォームで sendmail設定ファイ
ルを作成するには

ディレクトリ /usr/lib/mail/cf内でファイル submit.mcを検索し、そのファイルのコピー
を作成します。

この節の例では、sunone-submit.mcというコピーが作成されます。

ファイル sunone-submit.mc:で次の行を見つけます。
FEATURE(”msp’)dn

から

FEATURE(”msp’, ”rhino.west.sesta.com’)dnl
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ここで、rhino.west.sesta.comはローカルホスト名です。

57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」で説明しているように、
rhino.west.sesta.comはローカルホスト名で、west.sesta.comはデフォルトの電子メール
ドメインです。HA環境では論理ホスト名を使用してください。高可用性の論理ホスト名
の詳細については、第 3章を参照してください。

sunone-submit.mcファイルをコンパイルします。

/usr/ccs/bin/make sunone-submit.cf

sunone-submit.mcは、sunone-submit.cfを出力します。

/etc/mailディレクトリにある既存の submit.cfファイルのバックアップコピーを作成し
ます。

a. /usr/lib/mail/cf/sunone-submit.cfファイルをコピーして、名前を submit.cfファイ
ルに変更します。

b. 新しい submit.cfファイルを /etc/mailディレクトリに移動します。

Messenger ExpressおよびCommunications Expressメール
フィルタの設定

メールフィルタは、Messenger ExpressおよびCommunications Expressを経由してアクセス
できます。Communications Expressだけを使用する場合は、.warファイルを配備する必要
はありません。ただし、Messenger Expressのメールフィルタを配備するには、次のコマン
ドを実行する必要があります。

Web ServerをWebコンテナとして使用している場合

# cd web_svr_base/bin/https/httpadmin/bin/
# ./wdeploy deploy -u /MailFilter -i https-srvr_instance \

-v https-virtual_srvr_instance msg_svr_base/SUNWmsgmf/MailFilter.war

Application ServerをWebコンテナとして使用している場合

# cd app_svr_base/sbin
# ./asadmin

asadmin> deploy --user admin msg_svr_base/SUNWmsgmf/MailFilter.war

どちらの場合も、次の configutilパラメータを設定し、mshttpdを再起動してください。

# cd msg_svr_base/sbin/# ./configutil -o "local.webmail.sieve.port" \

-v "WS_port_no|AS_port_no"# \

./stop-msg http# ./start-msg http
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管理コンソールを使用して .warファイルを配備することもできます。詳細は、『Sun Java
SystemWeb Server 7 2004Q2管理者ガイド』または『Sun Java SystemApplication Server
Enterprise Edition 8.1 2005Q2Administration Guide』を参照してください。

エンドユーザー向けのメールフィルタに関する情報は、Messenger Expressおよび
Communications Expressのオンラインヘルプファイルに記載されています。

パフォーマンスとチューニング
『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4配備計画ガイド』の「Messaging Server
アーキテクチャーのパフォーマンスの考慮事項」を参照してください。

インストール後のディレクトリレイアウト
Sun Java SystemMessaging Serverのインストール後、そのディレクトリおよびファイルは
表 1–1に示した構成で配置されます。この表はすべてを網羅したものではありません。
典型的なサーバー管理タスクに関連の深いディレクトリとファイルのみを示していま
す。

表 1–1インストール後のディレクトリとファイル

ディレクトリ デフォルトの位置および説明

Messaging Server Base

(msg_svr_base)

/opt/SUNWmsgsr/

(デフォルトの位置)

Messaging Serverマシン上に存在するディレクトリで、サーバープロ
グラムや設定、保守、および情報ファイルを維持するためのもので
す。

マシンごとに 1つのMessaging Server Baseディレクトリのみが許可さ
れます。

設定

config

msg_svr_base/config/

imta.cnfファイルや msg.confファイルなどのMessaging Server設定
ファイルのすべてが含まれます。

Solarisおよび Linuxプラットフォームのみ:このディレクトリは、初
期実行時設定で指定したデータと設定のディレクトリ (デフォルト:
/var/opt/SUNWmsgsr/)のサブディレクトリであるconfigにシンボ
リックリンクしています (UNIXプラットフォーム)。

パフォーマンスとチューニング
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表 1–1インストール後のディレクトリとファイル (続き)
ディレクトリ デフォルトの位置および説明

ログ

log

msg_svr_base/log/

mail.log_currentファイルをはじめとするMessaging Serverのログ
ファイルが含まれます。

Solarisおよび Linuxプラットフォームのみ:このディレクトリは、初
期実行時設定で指定したデータと設定のディレクトリ (デフォルト:
/var/opt/SUNWmsgsr/)のサブディレクトリである configにシンボ
リックリンクしています (UNIXプラットフォーム)。

データ

data

msg_svr_base/data/

(必須の位置)

データベース、設定、ログファイル、サイトのプログラム、
キュー、ストア、およびメッセージファイルが含まれます。

dataディレクトリには、configディレクトリと logディレクトリが
含まれています。

Solarisおよび Linuxプラットフォームのみ:このディレクトリは、初
期実行時設定で指定したデータと設定のディレクトリ (デフォルト:
/var/opt/SUNWmsgsr/)にシンボリックリンクしています (UNIXプ
ラットフォーム)。

システム管理者プログラム

sbin

msg_svr_base/sbin/

(必須の位置)

imsimta、configutil、stop-msg、start-msg、uninstallerなどの、
Messaging Serverシステム管理者が実行できるプログラムとスクリプ
トが含まれます。

ライブラリ

lib

msg_svr_base/lib/

(必須の位置)

共有ライブラリ、プライベートの実行可能プログラムとスクリプ
ト、デーモン、およびカスタマイズできないコンテンツデータ
ファイルが含まれます。例: imapdおよび qm_maint.hlp。

SDKインクルードファイル

include

msg_svr_base/include/

(必須の位置)

SDK (Software Development Kit)用のメッセージヘッダーファイルを
格納します。

例

examples

msg_svr_base/examples/

(必須の位置)

Messenger ExpressAUTH SDKなどの、各種 SDKの例が含まれます。

インストール後のディレクトリレイアウト
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表 1–1インストール後のディレクトリとファイル (続き)
ディレクトリ デフォルトの位置および説明

インストールデータ

install

msg_svr_base/install/

(必須の位置)

インストールログファイル、サイレントインストールファイル、出
荷時設定ファイル、および初期実行時設定ログファイルなどの、イ
ンストール関連のデータファイルが含まれます。

インストール後のポート番号
インストールおよび初期実行時設定プログラムで、各種サービス用のポート番号が選択
されます。これらのポート番号は 1から 65535までの任意の値を指定できます。

表 1–2に、インストール後に指定されるポート番号のリストを示します。

表 1–2インストール中に指定されるポート番号

ポート番号 サービス (configutilパラメータ)

389 Directory Serverをインストールするマシン上の標準Directory Server LDAPポー
ト。このポートは、Directory Serverインストールプログラムに指定されてい
ます。(local.ugldapport)

110 標準 POP3ポート。同一マシンにインストールされている場合、このポート
番号はMMPのポートと競合する可能性があります。(service.pop.port)

143 標準 IMAP4ポート。同一マシンにインストールされている場合、このポート
番号はMMPのポートと競合する可能性があります。(service.imap.port)

25 標準 SMTPポート。(service.http.smtpport)

80 Messenger Express HTTPポート。同一マシンにインストールされている場
合、このポート番号はWeb Serverのポートと競合する可能性があります。
(service.http.port)

992 SSLを使用した POP3ポート。暗号化された通信に使用されます。
(service.pop.sslport)

993 SSLを使用した IMAPポート。暗号化された通信に使用されます。同一マシ
ンにインストールされている場合、このポート番号はMMPのポートと競合
する可能性があります。(service.imap.sslport)

443 SSLを使用したHTTPポート。暗号化された通信に使用されます。
(service.http.sslport)

7997 Messaging and Collaboration ENS (イベント通知サービス)ポート。

27442 内部製品通信用にジョブコントローラが使用するポート。

インストール後のポート番号
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表 1–2インストール中に指定されるポート番号 (続き)
ポート番号 サービス (configutilパラメータ)

49994 内部製品通信用にWatcherが使用するポート。Watcherの詳細については、
『Sun Java SystemMessaging Server管理ガイド』を参照してください。
(local.watcher.port)

ユーザー指定 管理サーバーのHTTPポート (コンソール要求の待機用)。

製品が特定の組み合わせで同一のマシンにインストールされている場合、ポート番号が
競合する可能性があります。競合が発生する可能性があるポート番号を表 1–3に示しま
す。

表 1–3競合が発生する可能性があるポート番号

ポート番号の競合 ポート 競合するポート

143 IMAPサーバー MMP IMAPプロキシ

110 POP3サーバー MMPPOP3プロキシ

993 SSLを使用した IMAP SSLを使用したMMP IMAPプロ
キシ

80 Web Serverポート Messenger Express

可能であれば、ポート番号が競合する製品は、別々のマシンにインストールすることを
お勧めします。これができない場合は、競合する製品のいずれかのポート番号を変更す
る必要があります。

� ポート番号を変更するには
ポート番号を変更するには、configutilユーティリティーを使用します。

完全な構文と使用方法については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「configutil」を参照してください。

Messenger Express HTTPポート番号の変更

次の例は、service.http.port configutilパラメータを使用して、Messenger Express HTTP
ポート番号を 8080に変更します。

configutil -o service.http.port -v 8080

◗

例1–1

インストール後のポート番号
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Sun Java SystemMessaging Serverへの
アップグレード

この章では、Messaging Server 5.2からMessaging Serverの現在のバージョンへのアップグ
レード方法について説明します。

� 77ページの「始める前に」
� 78ページの「アップグレードプロセスの概要」
� 78ページの「設定を更新するアップグレードファイルの作成」
� 81ページの「アップグレードユーティリティーの実行」
� 84ページの「ユーザーメールボックスの移行」

始める前に
アップグレードを実行する前に、次の点を確認してください。

� このバージョンのMessaging Serverが、Messaging Server 5.2システムと同じシステムま
たは異なるシステム上にインストールされて設定されている。

注 –以前のバージョンのMessaging Serverとは異なり、既存のMessaging Serverをアップグ
レードするには、まずMessaging Serverの現在のバージョンをインストールして設定する
必要があります。

また、バージョン 5.2より古いバージョンのMessaging Serverには、このアップグレード
プログラムは使用できません。したがって、まずMessaging Server 5.2に移行またはアップ
グレードし、Messaging Server 6 2005Q4をインストールしてから、このアップグレードプ
ログラムを実行します。Messaging Server 5.2への移行の詳細は、『iPlanetMessaging Server
5.2Migration Guide (http://docs.sun.com)』を参照してください。

� 既存のMessaging Server 5.2インストールが、imsimta dirsyncではなくMTAダイレク
ト LDAP検索によって設定されている。
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� また、Messaging Server 6 2005Q4が複数のインスタンスをサポートしていない。
Messaging Serverバージョン 5.2のインスタンスが複数ある場合、Messaging Server 6
2005Q4にアップグレードできるインスタンスは 1つだけです。さらに、アップグレー
ドユーティリティーで複数のインスタンスの移行を何回も試みると、設定が上書きさ
れます。

アップグレードプロセスの概要
Messaging Server 5.2からMessaging Serverの現在のバージョンにアップグレードする手順
について、次の項目で説明します。

� 78ページの「設定を更新するアップグレードファイルの作成」
(UpgradeMsg5toMsg6.pl)

� 81ページの「アップグレードユーティリティーの実行」 (do_the_upgrade.sh)

� 82ページの「MTAの設定」 (make_mta_config_changes.sh)
� 83ページの「configutilの各パラメータ」 (make_configutil_changes.sh)
� 83ページの「バックアップ設定」 (make_backup_config_changes.sh)
� 83ページの「mboxlistデータベース」 (make_mboxlistdb_changes.sh)

� 84ページの「ユーザーメールボックスの移行」 (省略可)

設定を更新するアップグレードファイルの作成
この節では、Messaging Serverの設定を更新するために、特殊なアップグレードファイル
を作成する方法を説明します。

� 78ページの「アップグレードファイルについて」
� 80ページの「UpgradeMsg5toMsg6.pl Perlスクリプトを実行するには」

アップグレードファイルについて
アップグレードユーティリティーを実行してMessaging Server 5.2を 6に移行する前に、ま
ず Perlスクリプト UpgradeMsg5toMsg6.plを実行する必要があります。このスクリプトは
msg_svr_base/sbinにあります。

UpgradeMsg5toMsg6.plは、5.2設定ファイルをMessaging Server 6設定ファイルと比較し、
設定ファイルごとに、*.CHANGESファイルと *.MERGEDファイルの 2セットを作成します。

*.CHANGESファイルと *.MERGEDファイルは、ワークスペースディレクトリ
/var/tmp/UpgradeMsg5toMsg6.ScratchDir内に生成されます。

*.CHANGESファイルは、Messaging Server 5.2とMessaging Serverの現在のバージョンの間
の、設定ファイルの重要な相違点を示します。このファイルでは、Messaging Serverでの
み見つかった設定エンティティー、Messaging Serverの現在のバージョンでは廃止された

アップグレードプロセスの概要
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Messaging Server 5.2の設定エンティティー、およびMessaging Server 5.2でのみ見つかった
設定エンティティーを特に示しています。すべての *.CHANGESファイルが設定ファイルの
バージョン間の相違点を示すわけではなく、また、すべての設定ファイルが *.CHANGES

ファイルを生成するわけではありません。

*.MERGEDファイルは、Messaging Server 5.2とMessaging Serverの現在のバージョンの設定
値と設定を統合したものです。一般に次のどちらかの場合に、Messaging Server 5.2の設定
パラメータ値は、Messaging Serverの現在のバージョンでも保持されます。

� Messaging Serverの現在のバージョンにデフォルト値がない場合。
� 5.2の設定で指定した値がデフォルト値ではない場合。

表 2–1で、*.MERGEDまたは *.CHANGESファイルを生成する設定ファイルのリストを示しま
す。

表 2–1 *.MERGEDまたは *.CHANGESファイルを生成するMessaging Server設定ファイル

設定情報 説明 *.MERGEDファイルを生成 *.CHANGESファイルを生成

job_controller.cnf ジョブコントローラ
ファイル

X X

変換 変換ファイル X

channel_option。channelは
SMTPチャネル

SMTPチャネルオプ
ションファイル

X

native_option ネイティブチャネル
のオプションファイ
ル (channel_optionの
例外)

X X

channel_headers.opt。
channelは SMTPチャネル

ヘッダーオプション
ファイル

X

dispatcher.cnf ディスパッチャー
ファイル

X X

imta_tailor テイラーファイル X X

option.dat グローバルなMTAオ
プションファイル

X X

エイリアス エイリアスファイル X

設定を更新するアップグレードファイルの作成
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表 2–1 *.MERGEDまたは *.CHANGESファイルを生成するMessaging Server設定ファイル (続き)
設定情報 説明 *.MERGEDファイルを生成 *.CHANGESファイルを生成

imta.cnf MTA設定ファイル。
組み込み参照 (ファイ
ルディレクトリの場
所など)のみが変更さ
れます。書き換え規
則およびチャネル設
定は、5.2の設定が保
持されます。imta.cnf

ファイルに LMTPを
含めるには、LMTP情
報をMessaging Server 6
の imta.cnfファイル
からコピーします。

X 場合によっては、
*.CHANGESファイルが
生成されることがあ
ります。

マッピング マッピングファイル X

mappings.locale ローカライズされた
マッピングファイル

X

internet.rules インターネットルー
ルの設定ファイル

X

backup-groups.conf バックアップグルー
プ定義

X X

configutil local.confおよび
msg.conf設定ファイ
ルにある設定パラ
メータの変更。

X

� UpgradeMsg5toMsg6.plPerlスクリプトを実行する
には
UpgradeMsg5toMsg6.plを実行して、設定の更新に使用できるファイルのセットを作成す
るには、次の手順に従います。

この時点で、5.2とMessaging Serverの現在のバージョンの両方を実行することができま
す。

Messaging Server 5.2と 6バージョンが同じマシン上にある場合は、手順 2から始めてくだ
さい。

始める前に

設定を更新するアップグレードファイルの作成
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Messaging Server 5.2および 6バージョンが同じマシン上にない場合は、Messaging Server 5.2
のserver-rootディレクトリを転送、抽出して、Messaging Serverの現在のバージョンにコ
ピーします。

これらのサーバーバージョンが同じマシン上にインストールされている場合は、この手
順は省くことができます。

メッセージストアがシステム間で転送するには大きすぎる場合は、サーバーインスタン
スの不可欠な部分だけを新しいシステムに転送することができます。
UpgradeMsg5toMsg6.plには、この詳細を説明したコメントが含まれています。

Messaging Server 5.2のストアデータをMessaging Server 6 2005Q4システムにコピーする必
要はありません。ただし、アップグレードプロセス中にMessaging Server 5.2の mboxlist

ディレクトリがアクセス可能であることを確認する必要があります。

UpgradeMsg5toMsg6.plアップグレードスクリプトを実行します。

デフォルトでは、このスクリプトはmsg_svr_base/sbinにあります。

5.2バージョンの msg-instanceとMessaging Serverの現在のバージョンのmsg_svr_baseに対
して、このスクリプトを実行します。次に例を示します。

perl UpgradeMsg5toMsg6.pl /usr/sunone/server5/msg-budgie \

/opt/SUNWmsgsr

ここで、/usr/sunone/server5/msg-budgieは 5.2Messaging Serverの msg-instanceで、
/opt/SUNWmsgsrはMessaging Serverの現在のバージョンのmsg_svr_baseです。

*.MERGEDファイルと *.CHANGESファイルが作成されます (78ページの「アップグレード
ファイルについて」を参照)。

設定を調整する必要があるかどうかを判断するために、*.MERGEDファイルをよく確認し
てください。

推奨されている設定を使用しない場合は、設定を手動で調整する必要があります。

このユーティリティーは、Messenger Expressカスタマイズファイルを更新しません。その
ため、Messaging Server 5.2の関連情報を保持しながらMessaging Serverの現在のバー
ジョンの新情報を追加するには、これらのファイルを手動で変更する必要があります。

アップグレードユーティリティーの実行
この節では、do_the_upgrade.shユーティリティーについて説明します。このユーティリ
ティーは /var/tmp/UpgradeMsg5toMsg6.ScratchDirにあり、4つのサブスクリプトで構成
されているシェルスクリプトです。この節には、次の項目があります。

� 82ページの「アップグレードユーティリティーの概要」 (do_the_upgrade.sh)
� 82ページの「MTAの設定」 (make_mta_config_changes.sh)
� 83ページの「configutilの各パラメータ」 (make_configutil_changes.sh)
� 83ページの「バックアップ設定」 (make_backup_config_changes.sh)
� 83ページの「mboxlistデータベース」 (make_mboxlistdb_changes.sh)

1

2

3
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アップグレードユーティリティーの概要
do_the_upgrade.shユーティリティーは 4つのシェルスクリプトで構成されています。こ
れらのスクリプトは、*.MERGEDファイルを使用して、Messaging Serverの現在のバー
ジョンのシステムに含まれるMTA設定の設定ディレクトリとファイルディレクトリの場
所、configutilパラメータ、バックアップパラメータ、および mboxlistデータベースを
更新します。

このユーティリティーでは、do_the_upgrade.shユーティリティーを実行するほかに、
do_the_upgrade.shユーティリティーを構成するスクリプト
(make_mta_config_changes.sh、make_configutil_changes.sh、
make_backup_config_changes.sh、および make_mboxlistdb_changes.sh)の 1つまたは複数
を個別に実行することができます。

MTAリレーマシンをMessaging Server 5.2からMessaging Serverの現在のバージョンに
アップグレードする場合は、make_mta_config_changes.shと
make_backup_config_changes.shを実行します (83ページの「バックアップ設定」を参
照)。

do_the_upgrade.shユーティリティーやサブスクリプトを実行する場合、Messaging Server
の 5.2や 6 2005Q4が起動や実行をしていないことを確認してください。

� do_the_upgrade.shユーティリティーを実行するには

5.2とMessaging Serverの現在のバージョンの両方をシャットダウンします。

次のようにユーティリティーを実行します。
# sh /var/tmp/UpgradeMsg5toMsg6.ScratchDir/do_the_upgrade.sh

do_the_upgrade.shスクリプトの実行後に、5.2のパーティションパスの参照を継続するか
(ただし、Messaging Server 5.2の server-rootディレクトリは削除できなくなる)、Messaging
Serverの現在のバージョンのディレクトリが割り当てられる場所に 5.2のストアパー
ティションを手動で移動するか、どちらかを選択できます。この手順はMessaging Server
の再起動のまえに実行しておくことが必要です。

MTAの設定
do_the_upgrade.shユーティリティーを構成するサブスクリプトのうち、MTAのアップグ
レード設定を行うものは、make_mta_config_changes.shと呼ばれ、
/var/tmp/UpgradeMsg5toMsg6.ScratchDirにあります。

make_mta_config_changes.shスクリプトは、*.MERGEDサーバー設定ファイルをバック
アップし、Messaging Serverの現在のバージョンのファイルディレクトリ構造内の元の名
前と位置に戻します。

このスクリプトによるファイルの名前の変更と移動が完了すると、imsimta cnbuildコマ
ンドが自動的に実行されてMTA設定が再コンパイルされます。

1

2
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注 –MTAリレーマシンをMessaging Server 5.2からMessaging Serverの現在のバージョンに
アップグレードする場合は、make_mta_config_changes.shと
make_backup_config_changes.shを実行するだけです (83ページの「バックアップ設定」
を参照)。

configutilの各パラメータ
do_the_upgrade.shユーティリティーを構成するサブスクリプトのうち、configutilの
アップグレード設定を行うものは、make_configutil_changes.shスクリプトと呼ばれ、
/var/tmp/UpgradeMsg5toMsg6.ScratchDirにあります。

make_configutil_changes.shスクリプトは、msg.confおよび local.confファイル内の新
規または更新されたパラメータを組み込みます。Messaging Serverの現在のバージョンの
configutilパラメータにデフォルト値が指定されていない場合、Messaging Server 5.2の値
がMessaging Serverの現在のバージョンに繰り越されます。

バックアップ設定
do_the_upgrade.shユーティリティーを構成するサブスクリプトのうち、バックアップの
アップグレード設定を行うものは、make_backup_config_changes.shスクリプトと呼ば
れ、/var/tmp/UpgradeMsg5toMsg6.ScratchDirにあります。

make_backup_config_changes.shスクリプトは、backup-groups.confファイルにあるよう
なバックアップサービスの設定をアップグレードします。

mboxlistデータベース
do_the_upgrade.shユーティリティーを構成するサブスクリプトのうち、mboxlistデータ
ベースのアップグレード設定を行うものは、make_mboxlistdb_changes.shスクリプトと呼
ばれ、/var/tmp/UpgradeMsg5toMsg6.ScratchDirにあります。

make_mboxlistdb_changes.shスクリプトは、5.2の mboxlistデータベースを転送して
アップグレードし、それをMessaging Serverの現在のバージョンのディレクトリ構造に
アップグレードします。このスクリプトは、4つの *.dbファイル (folder.db、quota.db、
peruser.db、および subscr.db)を、Messaging Server 5.2システム上の server-root
/msg-instance/store/mboxlistからMessaging Serverの現在のバージョンのシステム上の
msg_svr_base/data/store/mboxlistにコピーします。

アップグレードユーティリティーの実行
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ユーザーメールボックスの移行
この節では、ユーザーメールボックスをMessaging Serverから別のMessaging Serverに移
行する方法について説明します。この節では、主にMessaging Server 5.2からMessaging
Server 6 2005Q4システムへの移行について説明しますが、オンラインでの移行手順は 5.2
以降のどのMessaging Serverにも適用できます。オンラインでの移行が最も便利ですが、
他の移行方法についても説明します。

Messaging Server 5.2からMessaging Server 6にアップグレードする場合で、メッセージスト
アデータベース全体をアップグレードするときは、これらの移行手順を行う必要はあり
ません。前の節で説明した make_mboxlistdb_changes.shスクリプトを使用して、より効
率よくデータベースをアップグレードできます。

これらの手順は次の場合に実行する必要があります。

� WindowsからUNIXに、またはUNIXからWindowsに移行する場合。
� 一度にメッセージストア全体を移行しない場合。

� ユーザーの名前を変更する必要がある場合。UID、ドメイン名、およびデフォルトド
メインの変更を含む。

これらの手順を使ってメールボックスを移行する場合は、パーティションパスを
Messaging Server 5.2パーティションにマップしないでください。また、
make_mboxlist_changes.shスクリプトを実行しないでください。

アップグレードスクリプトで生成される make_configutil_changes.shスクリプトに
よって、Messaging Server 5.2パーティションにマップするパーティションパスが自動的に
設定されます。これは手動で変更する必要があります。また、do_the_upgrade.shスクリ
プトから make_mboxlistdb_changes.shスクリプトの呼び出しを削除する必要がありま
す。

ユーザーメールボックスのデータをMessaging Server 5.2からMessaging Serverの現在の
バージョンにオンラインで移動するには、この節で説明する次の手順に従ってくださ
い。データの移動中にMessaging Serverを停止する必要はありません。

次に示す手順について説明しています。

� 87ページの「ユーザーメールボックスをMessaging Serverから別のMessaging Server
にオンラインのままで移行するには」

� 91ページの「IMAPクライアントを使用してメールボックスを移動するには」
� 93ページの「moveuserコマンドを使用してメールボックスを移動するには」
� 94ページの「imsimportコマンドを使用してメールボックスを移動するには」
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ユーザーメールボックスを別のMessaging Server
にオンラインのままで移行
この手順を使用して、メッセージストアをMessaging Serverの古いバージョンから新しい
バージョンに移行したり、メールボックスを SunMessaging Serverメッセージストアから
別の SunMessaging Serverメッセージストアに移動したりすることができます。この手順
は、iPlanetMessaging Server 5.0以降で動作します。それより前のバージョンのMessaging
Serverや SunMicrosystems以外のメッセージストアからメッセージを移動する場合には使
用できません。

この手順を使用してメールボックスを移動すると、次のような利点があります。

� 古い移行元システムから新しい移行先システムへのメールボックスの移動はシステム
管理者が行い、ユーザーは何もしなくてよい。

� メールボックスを移動する手順のうち、この手順が最も速い。

� パーティション全体を移動する場合は再リンク操作が不要。

� 両方のMessaging Serverシステムがアクティブでオンラインのままに保たれる。
� メッセージストアのすべてのメールボックスを移行することも、メッセージの一部を
移行することもできる。したがって、段階的な移行が可能。

この手順を使用したメールボックスの移動には、次のような欠点があります。

� Sun以外のメッセージングサーバーでは動作しない。
� 移行中のユーザーは、自分のメールボックスの移行が完了するまでメールボックスに
アクセスできない。

� 複雑で時間のかかる方法になる可能性がある。

段階的なメールボックスの移行
段階的な移行には、メッセージストアを異なるシステムに移動したり、新しいシステム
にアップグレードしたりする作業を安全で効果的に行う面で数多くの利点があります。
段階的な移行によって、古いバックエンドメッセージストアを残しつつ、新しいバック
エンドメッセージストアシステムを構築することができます。その後、新しいシステム
をテストし、都合のよいユーザーを数人移行して、新しいシステムを再度テストできま
す。新しいシステムと設定で快適に動作し、この移行手順がうまくいくとわかったら、
実際の商用ユーザーの移行を開始できます。それらのユーザーを別個のバックアップグ
ループに分割すると、移行中にオフラインになるのが特定グループのメンバーだけにな
り、オフライン時間も短くすることができます。

オンラインの段階的な移行の別の利点は、アップグレードが失敗した場合に備えてシス
テム全体のバックオフを計画する必要がないということです。バックオフとは、システ
ムを元の動作可能状態に戻すために、システムに加えた変更を取り消す手順のことで
す。移行を行う場合は失敗に備えなければなりません。つまり、移行中の 1つ 1つの手順
について、システムを以前の動作可能状態に戻すための計画が必要です。

ユーザーメールボックスの移行

第 2章 • Sun Java SystemMessaging Serverへのアップグレード 85



オフラインの移行では、すべての移行手順を完了してサービスをオンに切り替えるまで
移行作業が成功したかどうかわからない、という点が問題です。システムが動作せず迅
速な修正もできない場合には、実行したすべての手順のバックオフ手順が必要になりま
す。これはストレスが溜まり時間もかかる作業です。その間、ユーザーはオフラインに
されたままです。

オンラインの段階的な移行で実行する基本的な手順は次のとおりです。

1.古いシステムを残しつつ新しいシステムを構築し、両方のシステムが独立して動作で
きるようにします。

2.新しいシステムと共存できるように古いシステムを設定します。

3.都合のよいユーザーのグループを移行し、新しいシステムの動作、および古いシステ
ムとの共存状態をテストします。

4.古いシステム上のユーザーをグループに分け、必要に応じてグループごとに新しいシ
ステムに移行します。

5.古いシステムを解体します。

両方のシステムが共存するので、移行する前に新しいシステムをテストおよび調整する
ための時間を十分に取ることができます。万一、バックオフ手順を実行する必要が生じ
た場合でも、手順 2および 4について計画するだけですみます。手順 2は、ユーザーの
データを一切操作しないので元に戻すのが容易です。手順 4のバックオフでは、ユー
ザーの状態をアクティブに戻し、そのメールホスト属性を古いホストに戻すことになり
ます。システム全体のバックオフは必要ありません。

オンラインの移行の概要
オンラインのままメールボックスを移行するプロセスは単純です。複雑になるのは、
メールボックスに転送中 (MTAチャネルキュー内にあって配信待ち)のメッセージが移行
プロセス中に失われないことを保証しようとする場合です。1つの解決法は、移行プロセ
ス中に送信されるメッセージを held状態に保ち、さまざまなチャネルキューにある
メッセージが配信されるまで待つことです。ただし、システムに問題が生じたり特定の
ユーザーが制限容量を超えたりしたために、メッセージがキューに滞留することもあり
得ます。そのような場合は、メールボックスを移行する前にその状況を解決する必要が
あります。

メッセージが失われる可能性を減らし、メッセージがチャネルキューに滞留していない
ことを確かめる方法はいろいろありますが、手順が複雑になるという短所があります。

手順中の個々の操作の順序および必要性は、実際の配備状況、およびどのメールボック
ス宛のどのメッセージも失われてはならないのかどうかによって異なります。この節で
は、それらの手順の背後にある理論と概念について説明します。各手順を理解し、実行
する手順とその順序を実際の配備状況に応じて決定するのは、個々の管理者の責任で
す。次に示すのはメールボックスの移動プロセスの概要です。実際の配備によってはプ
ロセスが異なってくる可能性があります。
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1. 移動するメールボックスへのユーザーアクセスを禁止します。
2. 移動するメールボックス宛のメッセージを一時保留にします。
3. メッセージがチャネルキューに滞留していないことを確認します。
4. ユーザーのメールホスト属性を新しいメールボックスの場所に変更します。
5. メールボックスを新しい場所に移動します。
6. 保留メールを解放して新しいメールボックスへの配信を開始し、着信メッセージを移
行済みのメールボックスに配信可能にします。

7. 移行後に古いメッセージストアに配信されたメッセージがないかどうか確認します。

� ユーザーメールボックスをMessaging Serverから
別のMessaging Serverにオンラインのままで移行
するには
このタイプの移行の要件は次のとおりです。

� 移行元 (旧)および移行先 (新)の両方のメッセージングサーバーで storedが実行され
ている。

� 移行元システムおよび移行先システムの両方が共存して稼動する場合は、相互に
メッセージをルーティングできるようにする必要がある。これはたとえば、配信状態
通知メッセージを移行先システムで生成し、それを移行元システムに配信できるよう
にするために必要です。

注 –メッセージングサーバーを以前のバージョンから新しいバージョンにアップグレード
する場合にだけ当てはまる手順もあります。メールボックスをメッセージストアから別
のメッセージストアに移行するだけの場合は、それらの手順は適用されない可能性があ
ります。システム全体の移行に適用される手順には、その旨が示されています。

移行元システムで、backup-groups.confファイルを使用して、移動するユーザーエント
リを均等なバックアップグループに分けます。

ここで、手順のあとの方の手順 8で実行するメールボックスの移行に備えます。詳細に
ついては、614ページの「バックアップグループを作成するには」を参照してください。

ユーザー名をファイルに入れ、imsbackupコマンドで -uオプションを使用する方法もあ
ります。

移動するユーザーに対し、移動が完了するまでメールボックスにアクセスできないこと
を通知します。

データを移動する前に、移動するユーザーがメールシステムからログアウトしているこ
とを確認します。(625ページの「ユーザーアクセスを監視する」参照。)

始める前に

1

2
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バックエンドメッセージストアおよびMMPシステムで認証キャッシュのタイムアウトを
0に設定し、MTAで ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUTオプションを 0に設定します。

a. 移動するメールボックスを含むバックエンドメッセージストアで、認証キャッシュの
タイムアウトを 0に設定します。

configutil -o service.authcachettl -v 0

この手順と手順 7 (mailUserStatusを holdに変更)を実行するとすぐに、ユーザーは移
行中にメールボックスにアクセスできなくなります。

b. すべてのMMPで、認証キャッシュのタイムアウトを 0に設定します。

ImpProxyAService.cfgと PopProxyAService.cfgの LdapCacheTTLを 0に設定します。

c. 移動するメールボックスにメッセージを挿入するMTAをホストするすべての
Messaging Serverで、ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUTオプションを 0に設定します。

移動するメールボックスにメッセージを挿入するMTAをホストするMessaging Server
は、通常、バックエンドメッセージストアになります。ただし、システムが LMTPを
使用している場合は、そのシステムが着信MTAになります。設定をチェックして確
認してください。

/msg_svr_base/config/option.datの ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUTをリセットすると、
MTAはキャッシュをバイパスして LDAPエントリを直接参照します。これは、中間
チャネルキュー (たとえば、conversionチャネルや reprocessチャネル)に対して、移
動中のユーザーの古いキャッシュ情報ではなく新しい mailUserStatus (hold)を提示す
るためです。ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUTは option.datにあります。

d. キャッシュをリセットしたシステムを再起動します。

これまでの変更を有効にするには、システムの再起動が必要です。手順については、
116ページの「サービスを起動および停止する」を参照してください。

移行元Messaging Serverと移行先Messaging Serverの両方が起動して実行されていることを
確認します。

移行元Messaging Serverで、着信メッセージを新しい移行先サーバーにルーティングでき
るようにする必要があります。

メールボックスを移動するすべてのユーザーエントリについて、LDAP属性
mailUserStatusを activeから holdに変更します。

この属性変更によって着信メッセージが holdキューに保留され、IMAP、POP、および
HTTP経由でメールボックスにアクセスできなくなります。通常、ユーザーはグループに
分けて移動します。1つのドメインのすべてのメールボックスを移動する場合は、
mailDomainStatus属性を使用できます。

mailUserStatusの詳細については、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4
Schema Reference』の「mailUserStatus」を参照してください。

3
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移動するメールボックス宛のメッセージが ims-msチャネルキューまたは tcp_lmtp*

チャネルキュー (LMTP配備済みの場合)内に滞留しないようにします。
次のコマンドを使用して、移動するユーザー宛のメッセージがチャネルキューのディレ
クトリツリーに存在し、held状態になっている (.HELDファイルを参照する)かどうか調べ
ます。

imsimta qm directory -to=<user_address_to_be_migrated> -directory_tree

imsimta qm directory -to=<user_address_to_be_migrated> -held -directory_tree

キューにメッセージがある場合は、これらのコマンドをあとで実行してMTAがそれらの
メッセージをキューから取り出したかどうか確認します。キューから取り出されていな
いメッセージがある場合は、移行の前にこの問題を解決する必要があります。このよう
な状況はまれですが、受取人のメールボックスが制限容量を超えている、おそらくユー
ザーがログインしてメッセージを移動中であるためにメールボックスがロックされてい
る、LMTPバックエンドサーバーが応答しない、ネットワークまたはネームサーバーに問
題がある、などの状況が原因として考えられます。

移動するユーザーエントリ、およびすべてのメールグループエントリにある LDAP属性
mailHostを変更します*。
ldapmodifyコマンドを使用して、エントリを新しいメールサーバーに変更します。
Messaging ServerまたはDirectory Serverに付属している ldapmodifyを使用してください。
Solaris OSの ldapmodifyコマンドは使用しないでください。

*メールグループエントリの mailHost属性を変更する必要があるのは、古いメールホス
トがシャットダウンされているときだけです。この属性を新しいメールホスト名に変更
するか、属性全体を省いてしまってもかまいません。メールグループの mailHostの指定
はオプションです。mailHostの指定は、そのホストだけがグループ拡張を行えることを
意味し、mailHostの省略 (こちらの方が一般的)は、すべてのMTAでグループ拡張を行え
ることを意味します。メールグループエントリには移行対象となるメールボックスはな
く、通常は mailhost属性さえ指定されません。

mailhostの詳細については、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4 Schema
Reference』の「mailHost」を参照してください。

メールボックスデータを移行元Messaging Serverのメッセージストアから移行先
Messaging Serverのメッセージストアに移動し、起動した時刻を記録します。
imsbackupユーティリティーを使用してメールボックスをバックアップし、imsrestore

ユーティリティーを使用して新しいMessaging Serverにメールボックスを復元します。た
とえば、oldmail.siroe.comというMessaging Server 5.2システムから newmail.siroe.comに
メールボックスを移行するには、oldmail.siroe.comで次のコマンドを実行します。

/server-root/bin/msg/store/bin/imsbackup -f- /instance/group \

| rsh newmail.siroe.com /opt/SUNWmsgsr/lib/msg/imsrestore.sh \

-f- -cy -v1

バックアップと復元のセッションを同時に複数 (グループごとに 1つ)実行すると、新し
いメッセージストアへの転送速度を最適化できます。imsbackupユーティリティーと
imsrestoreユーティリティーの詳細については、『Sun Java SystemMessaging
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Server 6 2005Q4Administration Reference』の「CommandDescriptions」および 612ページ
の「メッセージストアのバックアップと復元を行う」を参照してください。

注 –あとで配信の検証を行うときのために imsbackupの実行時のタイムスタンプを記録し
ておいてください。

(システムアップグレード用の条件付き手順)メールボックスの移行が、Messaging Server
を以前のバージョンから現在のバージョンにアップグレードするプロセスの一部である
場合は、この現在のバージョンのMessaging Serverがシステムの新しいデフォルトの
Messaging Serverになるように設定します。

newmail.siroe.com (以前 oldmail.siroe.comによってホストされていたドメインを管理す
るサーバー)をポイントするように、oldmail.siroe.comのDNS Aレコードを変更しま
す。

新しいメッセージストアへのユーザーアクセスを有効にします。

状況に応じて、 LDAP属性 mailUserStatusまたは mailDomainStatusを、holdに変更され
る前の値 (たとえば、active)に設定します。

すべての移行元Messaging Serverにあるheld状態のメッセージを解放します。
着信メッセージを保留している可能性のあるすべてのシステムで、次のコマンドを実行
してすべてのユーザーメッセージを解放する必要があります。

imsimta qm release -channel=hold -scope

scopeに allを指定するとすべてのメッセージが解放されます。userを指定すると対象が
ユーザー ID、domainを指定すると対象がユーザーが存在するドメインになります。

認証キャッシュのタイムアウトおよび ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUTオプションをデフォル
トまたは特定の値にリセットし、システムを再起動します。

これで、移行が必要なすべてのユーザーメールボックスの移行が完了しました。次に進
む前に、古いシステムを mailhostとする LDAP新規エントリが作成されていないことを
確認してください。そのようなエントリが見つかった場合は、それらを移行します。プ
ロビジョニングシステムの変更によっても、そのようなエントリが作成できないことを
確認してください。

preferredmailhost属性を新しいメールホストの名前に変更することもお勧めします。

バックエンドメッセージストアでは、認証キャッシュのタイムアウトを次のように設定
します。

configutil -o service.authcachettl -v 900

MMPでは、ImpProxyAService.cfgおよび PopProxyAService.cfgで LdapCacheTTLオプ
ションを 0に設定します。

MTAでは、ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUTオプションを 600に設定します。
ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUTは option.datにあります。

9
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これまでの変更を有効にするには、システムの再起動が必要です。手順については、116
ページの「サービスを起動および停止する」を参照してください。

ユーザークライアントで新しいメールサーバーが指定されていることを確認します。

アップグレードが終了したら、ユーザーに、メールクライアントプログラムから新しい
メールサーバーをポイントしてもらいます (この例では、oldmail.siroe.comから
newmail.siroe.comをポイントしてもらう)。

別の方法として、メッセージングマルチプレクサ (MMP)の使用があります。MMPを使
用すると、ユーザーのクライアントから新しいメールサーバーを直接ポイントしてもら
う必要がなくなります。MMPは、LDAPユーザーエントリに保存されている mailHost属
性から必要な情報を取得し、クライアントを新しいサーバーに自動的にリダイレクトし
ます。

すべてが正常に動作したら、移行後、古いメッセージストアに配信されたメッセージが
ないことを確認します。

古いメッセージストアに移動し、mboxutil -lを実行してメールボックスの一覧を表示し
ます。最新のメッセージ配信タイムスタンプをチェックします。移行のタイムスタンプ
(imsbackupコマンド実行時のタイムスタンプ)よりあとに配信されたメッセージがある場
合は、バックアップおよび復元のコマンドを使ってそれらのメッセージを移行します。
これまでの手順で十分に準備しているので、移行後に配信されたメッセージが見つかる
ことはまず考えられません。

理論的には、noticesチャネルキーワードで指定された日数または時間数の間、メッセー
ジがキューに滞留することはあり得ます (279ページの「通知メッセージの配信間隔を設
定するには」を参照)。

新しいメッセージストアで重複しているメッセージを削除し、relinkerコマンドを実行
します。

このコマンドによって、新しいメッセージストアのディスクの空き容量が増える可能性
があります。詳細については、608ページの「同一メッセージのストレージが重複するた
めメッセージストアのサイズを小さくする」を参照してください。

移行元のストアから古いメッセージを削除し、古いストア上のデータベースからユー
ザーを削除します。

mboxutil -dコマンドを実行します。(600ページの「mboxutilユーティリティー」を参
照)。

� IMAPクライアントを使用してメールボックスを
移動するには
メッセージングサーバーから別のメッセージングサーバーにメッセージを移行する必要
がある場合は、いつでもこの手順を使用できます。この方法を使用してメールボックス
を移動する前に、利点と欠点を考慮してください。
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IMAPクライアントを使用してメールボックスを移動すると、次のような利点がありま
す。

� この方法を使用すると、Sun以外のメッセージングサーバーから Sun Java System
Messaging Serverに移行できる。物理サーバーから別の物理サーバーにメールボックス
を移動する場合にも使用できる。

� システム管理者が新しいメールサーバーまたはメッセージストアを設定した後は、新
しいシステムへのメールボックスの移動はユーザーが行う。

� 比較的簡単な手順でメールボックスを移行できる。

� メールボックスへのユーザーアクセスを無効にする必要がない。

IMAPクライアントを使用してメールボックスを移動すると、次のような欠点がありま
す。

� 新旧両方のシステムが同時に稼動し、ユーザーからアクセス可能になっている必要が
ある。

� 累積的には、ほかの方法よりもメールボックスの移動にかかる時間が長くなる。

� 新しいシステムへのメールボックスの移動はユーザーが行う。

� 再リンク操作を実行するまで、新しいメッセージストアのサイズは古いメッセージス
トアよりもかなり大きくなる。

新しいMessaging Serverをインストールして設定します。

local.store.relinkerを有効に設定します。

同じメッセージが重複して保存されたために新しいシステムのメッセージストアのサイ
ズが増加した場合は、この設定によって減少します。詳細については、608ページの「同
一メッセージのストレージが重複するためメッセージストアのサイズを小さくする」を
参照してください。

新しいMessaging Serverのユーザーをプロビジョニングします。

これにはDelegatedAdministratorを使用できます。新しいシステムでユーザーをプロビ
ジョニングした直後から、新たに届くメールは新しい INBOXに配信されるようになりま
す。

ユーザーに指示して、新旧両方のMessaging Serverのメールボックスを表示するように
メールクライアントを設定してもらいます。

そのためには、クライアントに新しい電子メールアカウントを設定する必要がある場合
があります。詳細については、メールクライアントのマニュアルを参照してください。

古いMessaging Serverから新しいMessaging Serverにフォルダをドラッグするよう、ユー
ザーに指示します。

すべてのメールボックスを新しいシステムに移行したことをユーザーに確認してから、
古いシステムのユーザーアカウントを停止します。
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� moveuserコマンドを使用してメールボックスを移
動するには
メッセージングサーバーから別のメッセージングサーバーにメッセージを移行する必要
がある場合は、いつでもこの手順を使用できます。Sun以外のメッセージングサーバーか
ら Sun Java SystemMessaging Serverに IMAPメールボックスを移行する場合に役立ちます。
この方法を使用してメールボックスを移動する前に、利点と欠点を考慮してください。

moveuserコマンドを使用してメールボックスを移動すると、次のような利点がありま
す。

� 古いシステムから新しいシステムへのメールボックスの移動は、すべてシステム管理
者が担当する。ユーザーは何もしなくてよい。

� どの IMAPサーバーでも機能する。

moveuserコマンドを使用してメールボックスを移動すると、次のような欠点がありま
す。

� 新旧両方のシステムが同時に稼動し、ユーザーからアクセス可能になっている必要が
ある。

� IMAPではないほかの方法よりも、メールボックスの移動にかかる時間が長くなる。
� メールボックスの移動中は、メールボックスへのユーザーアクセスを無効にする必要
がある。

� 再リンク操作を実行するまで、新しいメッセージストアのサイズは古いメッセージス
トアよりもかなり大きくなる。

新しいMessaging Serverをインストールして設定します。

local.store.relinkerを有効に設定します。

同じメッセージが重複して保存されたために新しいシステムのメッセージストアのサイ
ズが増加した場合は、この設定によって減少します。詳細については、608ページの「同
一メッセージのストレージが重複するためメッセージストアのサイズを小さくする」を
参照してください。

メッセージングサーバーへの着信メールを停止します。

ユーザー属性 mailUserStatusを holdに設定します。

必要に応じて、新しいMessaging Serverのユーザーをプロビジョニングします。

以前のバージョンのメッセージングサーバーから移行する場合は、同じ LDAPディレク
トリとサーバーを使用できます。moveuserは、各ユーザーエントリの mailhost属性を変
更します。
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moveuserコマンドを実行します。

Directory Server siroe.com内のアカウント情報に基づいて host1から host2にすべてのユー
ザーを移動するには、次のようにします。

MoveUser -l \

"ldap://siroe.com:389/o=siroe.com???(mailhost=host1.domain.com)" \

-D "cn=Directory Manager" -w password -s host1 -x admin \

-p password -d host2 -a admin -v password

moveuserコマンドの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「MoveUser」を参照してください。

新しいメッセージストアへのユーザーアクセスを有効にします。

a. LDAP属性 mailUserStatusを activeに設定します。

b. 次のコマンドを実行して認証キャッシュのタイムアウト値を 0に設定し、メッセージ
ストアにすぐにアクセスできるようにします。
configutil -o service.authcachettl -v 0

古いシステムをシャットダウンします。

� imsimportコマンドを使用してメールボックスを
移動するには
この手順は、UNIXの /var/mail形式のフォルダから Sun Java SystemMessaging Server
メッセージストアにメールボックスを移動する場合のみ使用します。ただし、移行元の
メッセージングサーバーで IMAPメッセージストアをUNIXの /var/mail形式に変換でき
る場合は、imsimportコマンドを使用して Sun Java SystemMessaging Serverにメッセージを
移行できます。この方法を使用してメールボックスを移動する前に、利点と欠点を考慮
してください。

imsimportコマンドを使用してメールボックスを移動すると、次のような利点がありま
す。

� 古いシステムから新しいシステムへのメールボックスの移動は、すべてシステム管理
者が担当する。ユーザーは何もしなくてよい。

imsimportコマンドを使用してメールボックスを移動すると、次のような欠点がありま
す。

� IMAPではないほかの方法よりも、メールボックスの移動にかかる時間が長くなる。
� メールボックスの移動中は、メールボックスへのユーザーアクセスを無効にする必要
がある。

� 再リンク操作を実行するまで、新しいメッセージストアのサイズは古いメッセージス
トアよりもかなり大きくなる。
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新しいMessaging Serverをインストールして設定します。

local.store.relinkerを有効に設定します。

同じメッセージが重複して保存されたために新しいシステムのメッセージストアのサイ
ズが増加した場合は、この設定によって減少します。詳細については、608ページの「同
一メッセージのストレージが重複するためメッセージストアのサイズを小さくする」を
参照してください。

必要に応じて、新しいMessaging Serverのユーザーをプロビジョニングします。

これにはDelegatedAdministratorを使用できます。まだ新しいシステムに切り替えないで
ください。

新旧両方のメッセージストアへのユーザーアクセスを無効にします。

LDAP属性 mailUserStatusを holdに設定します。ユーザーのメールは保留キューに送ら
れ、IMAP、POP、およびHTTPを介してメールボックスにアクセスすることはできなく
なります。ストアサーバー上のMTAおよびメッセージアクセスサーバーは、この要件を
満たす必要があります。この設定によって、ほかの mailDeliveryOptionの設定はすべて
無効になります。

既存のメールサーバーのメールストアが /var/mail形式になっていない場合は、メールス
トアを /var/mailファイルに変換します。

詳細については、サードパーティーのメールサーバーのマニュアルを参照してくださ
い。

imsimportコマンドを実行します。

次に例を示します。

imsimport -s /var/mail/joe -d INBOX -u joe

imsimportコマンドの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「imsimport」を参照してください。

メッセージストアへのユーザーアクセスを有効にします。

a. LDAP属性 mailUserStatusを activeに設定します。

b. 次のコマンドを実行して認証キャッシュのタイムアウト値を 0に設定し、メッセージ
ストアにすぐにアクセスできるようにします。

configutil -o service.authcachettl -v 0

新旧両方のメッセージストアへのユーザーアクセスを有効にします。

古いシステムをシャットダウンします。
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高可用性の設定

この節では、Veritas Cluster Serverまたは Sun Clusterの高可用性のクラスタリングソフト
ウェアを設定し、Messaging Serverで使用するための準備に必要な情報について説明しま
す。『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4配備計画ガイド』の第 6章「サー
ビスの可用性の設計」を読んでおくことを前提にしています。また、Veritasまたは Sun
Cluster Serverのマニュアルで、詳細な計画、インストール手順、必要なパッチなどの情
報を必要に応じて参照してください。

この章には、次の節があります。

� 98ページの「クラスタエージェントのインストール」
� 99ページの「Veritas Cluster Serverエージェントのインストール」
� 103ページの「Sun Clusterエージェントのインストール」
� 109ページの「高可用性の設定解除」

サポートされているバージョン
次の表は、Messaging Serverで現時点でサポートされている Sun Cluster Serverおよび
Veritas Cluster Serverのバージョンのリストです。

表 3–1 SunCluster ServerおよびVeritas Cluster Serversのサポートされているバージョン

クラスタ サポートされているバージョン

Sun Cluster Server Sun Cluster 3.1

Veritas Cluster Server Veritas Cluster Server 1.3、Veritas Cluster Server 2.0、およびVeritas
Cluster Server 3.5

3第 3 章
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クラスタエージェントのインストール
クラスタエージェントは、クラスタフレームワークのもとで動作するMessaging Serverプ
ログラムです。

Sun ClusterMessaging Serverエージェント (SUNWscims)は、Java Enterprise Systemインストー
ラから Sun Cluster 3.1を選択したときにインストールされます。Veritas ClusterMessaging
Serverエージェント (SUNWmsgvc)は、Java Enterprise SystemCDのMessaging Serverの Product

サブディレクトリにあります (
Solaris_sparc/Product/messaging_svr/Packages/SUNWmsgvc)。VCSクラスタエージェント
をインストールするには、pkgadd(1M)コマンドを使用する必要があります。

Messaging Serverおよび高可用性の注意
Messaging Serverおよび高可用性 (Veritas Clusterおよび Sun Clusterの両方に適用される)の
インストールに関して次のことに注意してください。

� クラスタリングソフトウェアは、Messaging Serverの現在のバージョンのインストール
と設定を行う前にインストールする必要があります。その場合は、Messaging Serverの
HA論理ホスト名が現在指定しているクラスタノードで、インストールを実行してく
ださい。ノード名の入力を要求されたら、クラスタエイリアスを入力してください。
Messaging Serverをインストールする場合は、インストール先のノードはクラスタの論
理名であり、物理名とは無関係であることを管理サーバーに報告してください。

� Messaging Serverの初期実行時設定 (57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を
作成する」を参照)を実行する際に、Messaging Serverのクラスタの完全指定HA論理
ホスト名を指定してください。

� Messaging Serverを設定するには、クラスタホスト名を使用してください。それ以外の
方法で設定した場合、クラスタホスト名を使用して再設定する必要があります。

useconfigユーティリティーの使用
useconfigユーティリティーを使用することで、HA環境の複数のノード間で単一の設定
を共有することができます。このユーティリティーは、既存の設定をアップグレードま
たは更新するものではありません。

たとえば、最初のノードをアップグレードする場合は、Java Enterprise Systemインストー
ラからインストールを行ってからMessaging Serverを設定します。そのあと、Java
Enterprise Systemインストーラを使ってMessaging Serverパッケージをインストールする 2
番目のノードにフェイルオーバーします。ただし、初期実行時設定プログラム
(configure)をもう一度実行する必要はありません。代わりに、useconfigユーティリ
ティーを使用することができます。

このユーティリティーを使用するには、useconfigユーティリティーを実行して、以前の
Messaging Server設定を指定します。

クラスタエージェントのインストール
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msg_svr_base/sbin/useconfig install/configure_YYYYMMDDHHMMSS

configure_YYYYMMDDHHMMSSは以前の構成設定ファイルです。

新しいノードでは、共用ディスク上のmsg_svr_base/data/setupディレクトリに
configure_YYYYMMDDHHMMSSがあります。

99ページの「Veritas Cluster Serverエージェントのインストール」および103ページ
の「Sun Clusterエージェントのインストール」の以下の節には、useconfigユーティリ
ティーをいつ使用できるかが記載されています。

Veritas Cluster Serverエージェントのインストール
Messaging Serverは、Veritas Cluster Server 1.3、2.0、および 3.5とともに設定することがで
きます。この節で示す手順では、Veritas Cluster 3.5のみを取り上げています。Veritas 1.3お
よび 2.0については、『Sun Java Enterprise System 2005Q4 Installation Guide for UNIX』を参
照してください。

次の手順を実行する前に、Veritas Cluster Serverマニュアルを再度お読みください。

注 –

� Veritas VolumeManager (VxVM)には、別のライセンスを必要とするクラスタ機能があ
ります。この機能では、Sun Cluster 3.0グローバルファイルシステム同様、共有スト
レージ上のファイルシステムを概観できます。詳細は、Veritas Cluster Serverのマ
ニュアルを参照してください。

� FsckOptは、3.5より前のVeritasリリースではオプションでした。しかし、Mountリ
ソースの設定には必須です。FsckOptには -yまたは -nを付ける必要があります。そう
しないと、リソースがオンラインになりません。

� Veritas Cluster Server 2.0 Explorerは、Veritas Cluster Server 3.5の管理には使用できませ
ん。

Java Enterprise SystemインストーラからのMessaging ServerのインストールとHAの設定が
完了したあと、HAサポートに関連するその他の手順を 108ページの「サーバーへの IPア
ドレスのバインド」で確認してください。

Veritas Cluster Server要件
� Veritas Cluster Softwareが、あらかじめインストールされ設定されていること。
� 次の手順 (100ページの「VCS 3.5のインストールと設定上の注意」)で説明するよう
に、Messaging ServerソフトウェアとMessaging Serverのパッケージが両方のノードに
存在すること。

Veritas Cluster Serverエージェントのインストール
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VCS3.5のインストールと設定上の注意
次の手順では、Veritas Cluster Server 3.5を使用してMessaging ServerをHAサービスとして
設定する方法について説明します。

デフォルトの main.cf設定ファイルは、VCSwebアプリケーションを起動する
ClusterServiceと呼ばれるリソースグループを設定します。このグループには、csgnic

や webipなどの、ネットワーク論理ホスト IPリソースが含まれます。また、ntfrリソー
スは、イベント通知用に作成されます。

� Veritas Cluster Server 3.5を使用してMessaging ServerをHAサービ
スとして設定するには

ノードの 1つからCluster Explorerを起動します。

このVeritas Cluster Serverの手順では、Messaging ServerをHAサービスとして設定するた
めにグラフィカルユーザーインタフェースを使用することを前提とします。

Cluster Explorerを起動するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagui

GUIを使用するため、VRTScscmパッケージがインストールされている必要があります。

タイプ DiskGroupのディスクグループリソース s1ms_dgを追加して、有効にします。

タイプ Mountのマウントリソース s1ms_mtを追加します。

a. Veritas Cluster Server 2.0と異なり、-y (または -n)を FsckOptに追加する必要がありま
す。NULLオプションの場合、Mountがハングアップします。fsck_vxfsの詳細について
は、Solarisのマニュアルページを参照してください。

b. まだ有効でない場合は必ず、「Link」ボタンをクリックしてリソースのリンクを有効
にします。

s1ms_mtと s1ms_dgの間にリンクを作成します。リソース s1ms_mtを有効にします。

次の図は依存関係ツリーを示したものです。
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VCSweb ntfr

webip s1ms_mt

csgnic s1ms_dg

図 3–1Veritas Cluster Server依存関係ツリー 1

Java Enterprise Systemインストーラを実行し、管理サーバーとMessaging Serverを選択しま
す。

a. 管理サーバーの設定中、ホスト名の入力を求められたときは必ず論理ホスト名を指定
します。

b. 主要ノード (たとえば、Node_A)からMessaging Server設定プログラムを実行して
Messaging Serverをインストールします。

c. pkgadd(1M)コマンドを使用して、Veritas Cluster Serverエージェントパッケージ
SUNWmsgvc (Java Enterprise SystemCDのMessaging Server Productサブディレクトリ内)を
インストールします。

これで、Messaging ServerとVeritasエージェントがNode_Aにインストールされます。

バックアップノード (たとえば、Node_B)に切り替えます。

Java Enterprise Systemインストーラを実行して、バックアップノード (Node_B)に
Messaging Serverをインストールします。

Messaging Serverをインストールしたあと、useconfigユーティリティーを使用することに
より、バックアップノード (Node_B)で追加の初期実行時設定を作成する必要がなくなり
ます。useconfigユーティリティーを使用すると、HA環境内の複数のノード間で単一の
設定を共有できます。このユーティリティーは、既存の設定をアップグレードまたは更
新するものではありません。98ページの「useconfigユーティリティーの使用」を参照し
てください。

これで、Node_BにVeritasエージェントがインストールされます。

Cluster Explorerの「File」メニューから「Import Types」を選択し、ファイル選択ダイアロ
グボックスを表示します。

/etc/VRTSvcs/conf/configディレクトリから MsgSrvTypes.cfタイプをインポートします。
このタイプファイルをインポートします。このファイルを検索するには、クラスタノー
ド上で作業している必要があります。
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ここで、タイプ MsgSrvのリソース (たとえば、Mail)を作成します。このリソースに対し
て論理ホスト名プロパティーを設定する必要があります。

Mailリソースは s1ms_mtおよび webipに依存します。次の依存関係ツリーに示すようにリ
ソース間のリンクを作成します。

VCSweb ntfr

webip s1ms_mt

csgnic s1ms_dg

Mail

図 3–2VeritasClusterの依存関係ツリー

a. すべてのリソースを有効にし、Mailをオンラインにします。

b. すべてのサーバーが起動したことを確認します。

Node_Aに切り替え、高可用性設定が機能しているかどうかをチェックします。

グループ属性 OnlineRetryLimitを 3から 0に変更します。変更しないと、フェイルオー
バーしたサービスが同じノード上で再起動する可能性があります。

MsgSrvの属性
ここでは、mailリソースの動作を決定する MsgSrvのその他の属性について説明します。
Veritas Cluster ServerでMessaging Serverを設定するには、表 3–2を参照してください。

表 3–2VeritasCluster Serverの属性

属性 説明

FaultOnMonitorTimeouts 未設定 (0)の場合、監視 (プローブ)のタイムアウトはリソースの
障害としては扱われません。推奨される設定は 2です。その場
合、監視のタイムアウトが 2回になると、リソースが再起動ま
たはフェイルオーバーします。

ConfInterval 障害や再起動がカウントされる時間間隔。サービスのオンライ
ン継続時間がこの設定値に達すると、以前の履歴が消去されま
す。推奨値は 600秒です。
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表 3–2VeritasCluster Serverの属性 (続き)
属性 説明

ToleranceLimit 監視がこの回数だけOFFLINEを返すと、リソースが FAULTED
を宣言します。推奨値はデフォルトのままの「0」です。

SunClusterエージェントのインストール
ここでは、Messaging Serverをインストールし、Sun Cluster HighlyAvailable (HA)Data
Serviceとして設定する方法について説明します。このインストール手順は Sun Cluster 3.1
に適用されます。この節には、次の項目があります。

� 103ページの「Sun Clusterの要件」
� 103ページの「HAStoragePlusについて」
� 104ページの「Sun ClusterおよびHAStoragePlusを使用したMessaging Serverの設定」
� 108ページの「サーバーへの IPアドレスのバインド」

Sun Cluster 3.1のマニュアル (http://docs.sun.com/app/docs/coll/514.2)も参照してくだ
さい。

Veritas File System (VxFS)は Sun Cluster 3.1でサポートされています。

SunClusterの要件
ここでは、次の条件を前提としています。

� Sun Cluster 3.1が、必要なパッチを適用した Solaris 8または 9オペレーティングシステ
ム上にインストールされ、設定されていること。

� Sun Clusterエージェント SUNWscimsがシステムにインストールされていること。

� 論理ボリュームを作成している場合、Solstice DiskSuiteまたはVeritas VolumeManager
のどちらかを使用していること。

HAStoragePlusについて
Sun Cluster環境の内部で、ローカルマウントされるファイルシステムを高可用性にする
場合、HAStoragePlusリソースタイプを使用することを強くお勧めします。Sun Clusterグ
ローバルデバイスグループ上に存在するファイルシステムはすべてHAStoragePlusととも
に使用できます。HAStorageのようなグローバルマウントされるファイルシステムと異な
り、HAStoragePlusは同時に 1台のクラスタノード上でのみ使用可能です。これらのロー
カルマウントされるファイルシステムは、フェイルオーバーモードでのみ、またフェイ
ルオーバーリソースグループ内でのみ使用できます。HAStorageのGFS (グローバル
ファイルシステム)と対照的に、HAStoragePlusは FFS (フェイルオーバーファイルシステ
ム)を提供します。
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HAStoragePlusには多くの利点があります。

� HAStoragePlusはグローバルファイルサービス層を完全に回避します。このことは、
ディスク入出力が集中するデータサービスでパフォーマンスの大幅な向上につながり
ます。

� HAStoragePlusは、グローバルファイルサービス層と連携しない可能性があるファイ
ルシステムも含めて、UFS、VxFSなどの任意のファイルシステムと連携できます。
SolarisオペレーティングシステムでサポートされるファイルシステムはHAStoragePlus
と連携します。

HAStoragePlusの詳細については、http://docs.sun.comの『Sun Cluster 3.1 Data Service
Planning andAdministration Guide』を参照してください。

SunClusterおよびHAStoragePlusを使用した
Messaging Serverの設定
ここでは、Sun Cluster 3.1用のMessaging Serverの現在のバージョンに対してHAサポート
およびHAStoragePlusを設定する方法について、簡単な例を使用して説明します。

HAを設定したあとは必ず、HAサポートに関連する追加の手順について108ページ
の「サーバーへの IPアドレスのバインド」を確認してください。

次の例では、HA論理ホスト名と IPアドレスを指定してメッセージングサーバーが設定
済みであることを前提としています。物理ホスト名を mail-1および mail-2、HA論理ホ
スト名を budgieと仮定します。図 3–3は、Messaging ServerのHAサポートの設定時に作
成する各種のHAリソースについて、入れ子構造の依存関係を示したものです。

図 3–3単純なMessaging ServerHA設定

� HAサポートとHAStoragePlusを設定するには

Sun Clusterエージェントのインストール

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月104

http://docs.sun.com


スーパーユーザーになってコンソールを開きます。

以降の Sun Clusterコマンドはすべて、スーパーユーザーとしてログインしてから実行す
る必要があります。/dev/consoleへのメッセージ出力を確認するためのコンソールまた
はウィンドウを別に開くこともできます。

必要なリソースタイプを追加します。

使用する予定のリソースタイプを認識するように Sun Clusterを設定します。これは
scrgadm -a -t コマンドで行います。

# scrgadm -a -t SUNW.HAStoragePlus

# scrgadm -a -t SUNW.ims

Messaging Server用のリソースグループを作成します。
リソースグループをまだ作成していない場合は作成し、Messaging Serverを実行するクラ
スタノード上でそのグループが見えるようにします。次のコマンドは、MAIL-RGという名
前のリソースグループを作成し、クラスタノード mail-1および mail-2上でそのグループ
が見えるようにします。

# scrgadm -a -g MAIL-RG -h mail-1,mail-2

もちろん、リソースグループに対しては任意の名前を使用できます。

HA論理ホスト名リソースを作成し、リソースグループを起動します。
HA論理ホスト名のリソースを作成して有効にし、リソースグループに配置します (まだ
この作業を行っていない場合のみ)。次のコマンドは、論理ホスト名 budgieを使用してそ
の処理を行います。-jスイッチを省略しているため、作成されるリソースの名前も
budgieになります。

# scrgadm -a -L -g MAIL-RG -l budgie

# scswitch -Z -g MAIL-RG

HAStoragePlusリソースを作成します。
次に、Messaging Serverが依存するファイルシステムに対してHAStoragePlusリソースタイ
プを作成する必要があります。次のコマンドは、disk-rsという名前のHAStoragePlusリ
ソースを作成し、ファイルシステム disk_sys_mount_pointをその制御下に置きます。
# scrgadm -a -j disk-rs -g MAIL-RG \

-t SUNW.HAStoragePlus \

-x ServicePaths=disk_sys_mount_point-1, disk_sys_mount_point-2

ServicePathsのコンマ区切りのリストは、Messaging Serverが依存するクラスタファイル
システムのマウントポイントです。この例では、disk_sys_mount_point-1および
disk_sys_mount_point-2の 2つのマウントポイントのみを指定しています。いずれかのサー
バーが依存するファイルシステムがほかにもある場合、追加のHAストレージリソースを
作成し、手順 10でその追加の依存関係を指定することができます。

管理サーバーをインストールして設定します

手順については、『Sun Java Enterprise System 2005Q4インストールガイド』を参照してく
ださい。
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完全修飾ドメイン名を指定するときは、手順 4で作成したHA論理ホスト名を使用しま
す。

Messaging Serverをインストールし、設定します。57ページの「Messaging Serverの初期実
行時設定を作成する」を参照してください。

a. 57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」に示すように、初期実
行時設定では設定ディレクトリを指定するよう求められます。必ず、対象の
HAStoragePlusリソースの共有ディスクディレクトリパスを使用してください。

b. 次のコマンドを実行して、SunClusterのもとでwatcherプロセスを有効にします。

configutil -o local.autorestart -v 1

watcherプロセスの詳細については、120ページの「障害が発生したサービスや応答が
ないサービスの自動再起動」を参照してください。

ha_ip_configスクリプトを実行して、service.listenaddrおよび service.http.smtphost

パラメータと、dispatcher.cnfおよび job_controller.cnfファイルを高可用性のために
設定します。このスクリプトは、これらのパラメータおよびファイルに対して、物理 IP
アドレスではなく論理 IPアドレスが設定されることを保証します。また、watcherプロセ
スと自動再起動プロセスを有効にします (local.watcher.enableおよび
local.auto.restartをそれぞれ 1に設定する)。

スクリプトの実行方法については、108ページの「サーバーへの IPアドレスのバイン
ド」を参照してください。

ha_ip_configスクリプトは、(設定およびデータ用の)共有ディスクがあるマシン上で 1回
だけ実行することをお勧めします。

imta.cnfファイルを修正します。すべての物理ホスト名をクラスタの論理ホスト名に置
換します。

HAMessaging Serverリソースを作成します。

ここで、HAMessaging Serverリソースを作成してリソースグループに追加します。このリ
ソースはHA論理ホスト名とHAディスクリソースに依存します。

HAMessaging Serverリソースを作成するとき、Messaging Serverの最上位ディレクトリの
パス (msg_svr_baseパス)を指定する必要があります。これらは、次のコマンドに示すよう
に IMS_serverroot拡張プロパティーを使用して行います。

# scrgadm -a -j mail-rs -t SUNW.ims -g MAIL-RG \

-x IMS_serverroot=msg_svr_base \

-y Resource_dependencies=disk-rs,budgie

このコマンドは、msg_svr_baseディレクトリ内の IMS_serverrootにインストールされた
Messaging Serverに対して、mail-rsという名前のHAMessaging Serverリソースを作成しま
す。HAMessaging Serverリソースは、HA論理ホスト名 budgieに加えて、HAディスクリ
ソース disk-rsに依存します。
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ファイルシステムに対するMessaging Serverの依存関係がほかにもある場合、それらの
ファイルシステムに対する追加のHAストレージリソースを作成できます。必ず、追加の
HAストレージリソースの名前を、このコマンドの Resource_dependenciesオプションに
含めるようにしてください。

/etc/vfstabファイルから単語 globalを削除します。/etc/vbstabで起動時マウント
を「no」に設定する必要があります。詳細については、SunCluster 3.1のマニュアルを参
照してください。

vfstabファイルがHAStoragePlusによって有効にされる前に、まず、現在グローバル
ファイルシステムであるファイルシステムをマウント解除 (umount)する必要がありま
す。その後、HAStoragePlusで vfstabファイルを有効にし、ファイルシステムを再マウン
トすることができます。

Messaging Serverリソースを有効にします。

HAMessaging Serverリソースをアクティブにし、それによってメッセージングサーバーを
オンラインにする準備ができました。これを行うには、次のコマンドを使用します。

# scswitch -e -j mail-rs

このコマンドは、MAIL-RGリソースグループの mail-rsリソースを有効にします。
MAIL-RGリソースはあらかじめオンラインにされていたため、このコマンドによって
mail-rsもオンラインになります。

問題がないことを確認します。

scstatコマンドを使って、MAIL-RGリソースグループがオンラインかどうかを確認しま
す。必要であれば、コンソールデバイスへの出力を参照して診断情報を確認します。ま
た、syslogファイル /var/adm/messagesも確認します。

フェイルオーバーが正しく機能することを確認するために、リソースグループを別のク
ラスタノードにフェイルオーバーします。

リソースグループを別のクラスタノードに手動でフェイルオーバーします (フェイルオー
バー先のクラスタノードに対するスーパーユーザー権限が必要)。

scstatコマンドを使用して、リソースグループが現在どのノード上で動作しているか
(「オンライン」であるか)を確認します。たとえば、リソースグループがmail-1上でオ
ンラインである場合、次のコマンドを実行してmail-2へフェイルオーバーします。

# scswitch -z -g MAIL-RG -h mail-2

最初のノードをアップグレードしている場合、Java Enterprise Systemインストーラでイン
ストールを行ってからMessaging Serverを設定します。そのあと、2番目のノードに
フェイルオーバーします。2番目のノード上では Java Enterprise Systemインストーラを使
用してMessaging Serverパッケージをインストールしますが、初期実行時設定プログラム
(configure)を再び実行する必要はありません。代わりに、useconfigユーティリティーを
使用することができます。
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サーバーへの IPアドレスのバインド
SymmetricまたはN+ 1高可用性モデルを使用している場合、Messaging Server用に Sun
Cluster Serverを準備するための設定作業について追加の留意事項があります。

Messaging Serverが動作するサーバーに正しい IPアドレスをバインドする必要がありま
す。このことは、HA環境でメッセージングを適切に設定するために必要です。

Messaging ServerのHA設定の一部では、Messaging Serverがバインドして接続を待機する
インタフェースアドレスの設定が必要です。デフォルトでは、サーバーはすべての利用
可能なインタフェースアドレスにバインドします。ただしHA環境では、HA論理ホスト
名と関連付けられたインタフェースアドレスにサーバーが明示的にバインドするのが理
想的です。

そのため、特定のMessaging Serverインスタンスに属するサーバーが使用するインタ
フェースアドレスを設定するためのスクリプトが用意されています。スクリプトでは、
現在使用している IPアドレス、または、サーバーが使用するHA論理ホスト名と関連付
けられる予定の IPアドレスを利用してインタフェースアドレスが識別されることに注意
してください。

スクリプトでは、次の設定ファイルを変更または作成することによって設定変更を有効
にします。

msg_svr_base/config/dispatcher.cnf

このファイルに対し、スクリプトは SMTPサーバーおよび SMTP送信サーバーに対する
INTERFACE_ADDRESSオプションを追加または変更します。

msg_svr_base/config/job_controller.cnf

このファイルに対し、スクリプトはジョブコントローラに対する INTERFACE_ADDRESSオプ
ションを追加または変更します。

スクリプトは最後に、configutilの service.listenaddrおよび service.http.smtphostパ
ラメータを設定します。これらは POPサーバー、IMAPサーバー、およびMessenger
Express HTTPサーバーによって使用されるパラメータです。

元の設定ファイルがある場合、その名前は *.pre-haに変更されます。

スクリプトを実行するには、次の手順に従います。

� IPアドレスをサーバーにバインドするには

スーパーユーザーになります。

msg_svr_base/sbin/ha_ip_config を実行します。
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スクリプトによって、次に示す質問が表示されます。質問に対して control-dを入力する
と、スクリプトを中止できます。質問へのデフォルトの回答は角括弧 [ ]で囲んで示され
ます。デフォルトの回答を変更しない場合は、RETURNキーだけを押します。

a. 論理 IPアドレス: Messaging Serverが使用する予定の論理ホスト名に割り当てられる IP
アドレスを指定します。IPアドレスは 123.456.78.90のように、ドット区切りの 10進
形式で指定する必要があります。

論理 IPアドレスは configutilのパラメータ service.http.smtphostに自動的に設定され
ます。このパラメータにより、クラスタ内のどのマシンがメッセージングシステムを
実行しているかを確認できます。たとえば、Messenger Expressを使用している場合、
送信メールの送信元メールホストをサーバーが判別できます。

b. Messaging Serverベース (msg_svr_base):Messaging Serverがインストールされる最上位
ディレクトリの絶対パスを指定します。

c. 上の選択のいずれかを変更しますか。それまでの回答を変更せずに設定変更を有効に
するには「no」と回答します。回答を変更する場合は「yes」と回答します。

注 – ha_ip_configスクリプトはこれらの処理に加えて、2つの新しいプロセス watcher

および msprobeを自動的に有効にします。その際、local.autorestartパラメータと
local.watcher.enableパラメータが使用されます。これらの新しいパラメータは、
メッセージングサーバーの健全性を監視するために役立ちます。プロセスの障害や応
答しないサービスがある場合、特定の障害を示すログメッセージが出力されます。ク
ラスタエージェントは watcherプロセスを監視し、このプロセスが終了するたびに
フェイルオーバーするようになりました。Sun Clusterを正しく機能させるためにはこ
れらのパラメータを有効にする必要がある点に注意してください。

watcherプロセスと msprobeプロセスの詳細については、120ページの「障害が発生し
たサービスや応答がないサービスの自動再起動」を参照してください。

高可用性の設定解除
ここでは、高可用性の設定を解除する方法について説明します。高可用性をアンインス
トールするには、Veritasまたは Sun Clusterのマニュアルに記載された手順に従います。

高可用性の設定解除手順は、Veritas Cluster Serverと Sun Clusterのどちらを削除するかに
よって異なります。

この節には、次の項目があります。

� 110ページの「Veritas Cluster Serverを設定解除するには」
� 110ページの「Sun Cluster 3.x用のMessaging Server HAサポートを設定解除するには」
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� Veritas Cluster Serverを設定解除するには
ここでは、Veritas Cluster Server用の高可用性コンポーネントを設定解除する方法について
説明します。

iMS5サービスグループをオフラインにし、そのリソースを無効にします。

mailリソース、logical_IPリソース、および mountsharedリソースの間の依存関係を削除
します。

iMS5サービスグループをオンラインに戻し、sharedgリソースを使用可能にします。

インストールの間に作成されたすべてのVeritas Cluster Serverリソースを削除します。

Veritas Cluster Serverを停止し、両方のノードで次のファイルを削除します。
/etc/VRTSvcs/conf/config/MsgSrvTypes.cf

/opt/VRTSvcs/bin/MsgSrv/online

/opt/VRTSvcs/bin/MsgSrv/offline

/opt/VRTSvcs/bin/MsgSrv/clean

/opt/VRTSvcs/bin/MsgSrv/monitor

/opt/VRTSvcs/bin/MsgSrv/sub.pl

両方のノードで、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cfファイルからMessaging Serverエン
トリを削除します。

両方のノードから /opt/VRTSvcs/bin/MsgSrv/ディレクトリを削除します。

� SunCluster 3.x用のMessaging ServerHAサポートを
設定解除するには
この節では、Sun Cluster用のHA設定を解除する方法について説明します。ここでは、
103ページの「Sun Clusterエージェントのインストール」で説明した単純な設定例を想定
します。手順 3などの一部の手順が異なる場合がありますが、それ以外の手順の論理順
は同じです。

スーパーユーザーになります。

以降の Sun Clusterコマンドはすべて、スーパーユーザーとして実行する必要がありま
す。

リソースグループをオフラインにします。

リソースグループ内のすべてのリソースをシャットダウンするには、次のコマンドを実
行します。

# scswitch -F -g MAIL-RG
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このコマンドは、Messaging ServerやHA論理ホスト名など、リソースグループ内部のす
べてのリソースをシャットダウンします。

個別のリソースを無効にします。

続いて、次のコマンドを実行して、リソースグループから 1つずつリソースを削除しま
す。

# scswitch -n -j mail-rs

# scswitch -n -j disk-rs

# scswitch -n -j budgie

リソースグループから個別のリソースを削除します。

リソースが無効になったら、次のコマンドによって、リソースグループからリソースを 1
つずつ削除できます。

# scrgadm -r -j mail-rs

# scrgadm -r -j disk-rs

# scrgadm -r -j budgie

リソースグループを削除します。

リソースグループからすべてのリソースが削除されたら、次のコマンドによってリソー
スグループ自体を削除できます。

# scrgadm -r -g MAIL-RG

リソースタイプを削除します (必要な場合)。

リソースタイプをクラスタから削除する必要がある場合、次のコマンドを実行します。

# scrgadm -r -t SUNW.ims

# scrgadm -r -t SUNW.HAStoragePlus

3

4

5
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一般的なメッセージング機能の設定

この章では、サービスの起動と停止、ディレクトリアクセスの設定など、SunONE Server
Console (以下、省略してコンソールという)またはコマンド行ユーティリティーを使って
実行できるMessaging Serverの一般的なタスクについて説明します。個々のMessaging
Serverサービス (POP、IMAP、HTTP、SMTPなど)に固有のタスクについては、あとの章
で説明します。この章には、次の節があります。

� 113ページの「パスワードを変更するには」
� 114ページの「メールユーザー、メーリングリスト、およびドメインを管理する」
� 116ページの「SunONEConsoleを使ったMessaging Serverの管理」
� 116ページの「サービスを起動および停止する」
� 120ページの「障害が発生したサービスや応答がないサービスの自動再起動」
� 122ページの「自動タスクをスケジュールするには」
� 123ページの「グリーティングメッセージを設定するには」
� 127ページの「ユーザーの優先言語を設定するには」
� 128ページの「ディレクトリ検索をカスタマイズするには」
� 131ページの「暗号化の設定」
� 131ページの「LDAPサーバーフェイルオーバーを設定する」

パスワードを変更するには
初期設定 (57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」を参照)で同じパ
スワードを持つ多数の管理者を設定しているため、これらの管理者のパスワードを変更
したい場合もあります。

初期実行時設定の際にデフォルトのパスワードが設定されているパラメータと、それら
を変更するためのユーティリティーを確認するには、表 4–1を参照してください。
configutilユーティリティーを使用してパスワード変更するパラメータについては、
『SunONEMessaging Server ReferenceManual』で構文の詳細と使用方法を確認してくださ
い。
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表 4–1Messaging Serverの初期実行時設定で設定されるパスワード

パラメータ 説明

local.ugldapbindcred configutilユーティリティーを使って設定した
ユーザー/グループ管理者のパスワードです。

local.service.pab.ldappasswd configutilユーティリティーを使って設定し
た、PAB検索のバインドDNによって指定され
たユーザーのパスワードです。

キーファイルの SSLパスワード sslpassword.confファイル内に直接設定されて
いるパスワードです。

サービス管理者の資格 ldapmodifyコマンドを使って LDAPディレクト
リに直接設定されている資格です。

DelegatedAdministratorのサービス管理者 Sun LDAP Schema 1が有効になっていて、iPlanet
DelegatedAdministratorユーティリティーを使用
している場合は、この管理者のパスワードを変
更するだけで済みます。

DelegatedAdministratorサービス管理者のパス
ワードを変更するには、SunONEConsole、
LDAPディレクトリ (ldapmodifyコマンドで)、
またはDelegatedAdministratorのUIでパスワー
ドを変更します。

ストア管理者 ストア管理者のパスワードを変更するには、
SunONEConsoleまたは LDAPディレクトリ
(ldapmodifyコマンドで)のどちらかでパスワー
ドを変更できます。

次の例では、local.enduseradmincred configutilパラメータを使用してエンドユーザー
管理者のパスワードを変更します。

configutil -o local.enduseradmincred -v newpassword

メールユーザー、メーリングリスト、およびドメインを
管理する

すべてのユーザー、メーリングリスト、およびドメインの情報は、LDAPディレクトリ内
にエントリとして保存されています。LDAPディレクトリには、従業員、顧客、または組
織に何らかのかかわりを持つその他の人々に関する詳細な情報を保存しておくことがで
きます。これらの人々は、組織のユーザーとして扱われます。

LDAPディレクトリ内のユーザー情報は、各ユーザーエントリのさまざまな属性に基づい
て効率的に検索できるようになっています。ユーザーエントリに関連付けられている属

メールユーザー、メーリングリスト、およびドメインを管理する
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性には、氏名やその他の ID、部署、職名、勤務地、マネージャー名、直属の部下名、組
織内の各部へのアクセス権限、およびその他の詳細設定があります。

組織内に電子メッセージングサービスがある場合は、大部分またはすべてのユーザーが
メールアカウントを持っているはずです。Messaging Serverの場合、メールアカウント情
報はサーバーにローカルには保存されません。これは、LDAPユーザーディレクトリの一
部です。各メールアカウントの情報は、ディレクトリ内のユーザーのエントリに付加さ
れたメール属性として保存されます。

メールユーザーとメーリングリストの作成と管理は、ディレクトリ内のユーザーおよび
メーリングリストのエントリを作成および変更することによって行います。これを行う
には、Sun LDAP Schema 2対応のDelegatedAdministratorおよびメッセージング用 iPlanet
DelegatedAdministrator (Sun LDAP Schema 1対応)のDelegatedAdministratorコマンド行ユー
ティリティーを使うか、Sun LDAP Schema 1の LDAPディレクトリを直接変更します。

� Messaging Serverからユーザーを削除するには
commadmin user delete コマンドを実行して、ユーザーを削除済みとしてマークします。
(『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4DelegatedAdministrator管理ガイド』の
第 5章「コマンド行ユーティリティー」を参照。)

ユーザーからサービスを削除します。

サービスとしては、メールボックスやカレンダなどがあります。Messaging Serverの現在
のバージョンの場合、このプログラムの名前は msuserpurgeです。(『Sun Java System
Messaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「msuserpurge」を参照。)カレンダ
サービスの場合、このプログラムの名前は cscleanです。(『Sun Java SystemCalendar
Server 6 2005Q4Administration Guide』を参照。)

commadmin domain purge コマンドを呼び出して、ユーザーを永久に削除します。

� Messaging Serverからドメインを削除するには
commadmin domain delete コマンドを実行して、ドメインを削除済みとしてマークしま
す。(『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4DelegatedAdministrator管理ガイ
ド』の第 5章「コマンド行ユーティリティー」を参照。)

そのドメインのユーザーからサービスを削除します。

サービスとしては、メールボックスやカレンダなどがあります。Messaging Serverの場
合、このプログラムの名前は msuserpurgeです。(『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「msuserpurge」を参照。)カレンダサービスの
場合、このプログラムの名前は cscleanです。(『Sun Java SystemCalendar Server管理ガイ
ド』を参照。)

1

2

3

1

2

メールユーザー、メーリングリスト、およびドメインを管理する

第 4章 • 一般的なメッセージング機能の設定 115



commadmin domain purge コマンドを呼び出して、ドメインを永久に削除します。

SunONEConsoleを使ったMessaging Serverの管理
Messaging Serverのインストールプロセスと初期実行時設定プログラムが完了すると、管
理コンソールからMessaging Serverを起動することができます。ディレクトリサーバーと
メッセージングサーバーが同じマシンに存在する場合は、Consoleインタフェースを使用
して両方のサーバーを管理できます。

コンソールを起動するには、/var/opt/mps/serverroot/startconsoleコマンドを実行しま
す。

インストールしたMessaging Serverに関する基本情報を確認するには、SunONE Server
Consoleを使って情報フォームを表示します。

情報フォームを表示するには、次の手順に従います。

� SunONEConsoleを使ってMessaging Serverを管理
するには

コンソールで、情報を表示するMessaging Serverを開きます。

左側のペインにあるサーバーのアイコンを選択します。

左側のペインの「設定」タブをクリックします。

右側のペインの「情報」タブをクリックします。

情報フォームが表示されます。このフォームには、サーバー名、サーバーのルート
ディレクトリ、インストールディレクトリ、およびインスタンスディレクトリが表示さ
れます。

サービスを起動および停止する
サービスを起動および停止する方法は、そのサービスがHA環境にインストールされてい
るかどうかによって異なります。

HA環境でサービスを起動および停止するには
Messaging ServerをHA制御下で実行している場合は、個々のMessaging Serverサービスを
制御するための通常のMessaging Serverコマンド (起動、再起動、停止)を使用することは
できません。HA配備で stop-msgを試みると、HA設定が検出されたという警告と適切な
システムの停止方法が示されます。

3
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次の表に、適切な起動、停止、再起動のコマンドを示します。ほかのMessaging Server
サービス (たとえば SMTP)を個別に起動、再起動、停止するための特定のHAコマンドは
ないことに注意してください。ただし、stop-msg serviceコマンドを実行して、imap、
pop、schedなどの個々のサーバーを停止または再起動することはできます。

Sun Clusterの最小単位は、個々のリソースです。Messaging Serverは Sun Clusterでリソー
スとして認識されるため、scswitchコマンドがすべてのMessaging Serverサービスに影響
を及ぼします。

表 4–2 SunCluster 3.0/3.1環境での起動、停止、再起動

動作 個々のリソース リソースグループ全体

起動 scswitch -e -j resource sscswitch -Z -g resource_group

再起動
scswitch -n -j resource
scswitch -e -j resource

scswitch -R -g resource_group

停止 scswitch -n -j resource scswitch -F -g resource_group

表 4–3Veritas 1.3、2.0、2.1、および 3.5環境での起動、停止、再起動

動作 個々のリソース リソースグループ全体

起動 hares -online resource -sys system hagrp -online group -sys system

再起動
hares -offline resource -sys system
hares -online resource -sys system

hagrp -offline group -sys system
hagrp -online group -sys system

停止 hares -offline resource -sys system hagrp -offline group -sys system

HA環境以外でサービスを起動および停止するに
は
サービスは、コンソールまたはコマンド行を使って起動および停止できます。ほかに必
要な操作は、サーバーが実際に使用しているサービスを実行するだけです。たとえば、
MTA(Message TransferAgent)として、特定のMessaging Serverを 1つだけ使用している場合
は、MTAだけを起動できます。また、保守、修復、セキュリティー上の必要からサー
バーをシャットダウンしなければならない場合は、影響が及ぶサービスだけを停止でき
ます。実行する予定のないサービスは、停止するのではなく無効にしてください。

サービスを起動および停止する

第 4章 • 一般的なメッセージング機能の設定 117



注 –POP、IMAP、HTTPなどの各サービスを起動または停止するには、まずそれらを使用
可能な状態にする必要があります。詳細は、134ページの「サービスの有効化と無効化」
を参照してください。

重要:サーバープロセスがクラッシュすると、ほかのプロセスがハングアップする可能性
があります。これは、それらのプロセスが、クラッシュしたサーバープロセスによって
保持されていたロックを待機しているためです。自動再起動 (120ページの「障害が発生
したサービスや応答がないサービスの自動再起動」を参照)を使用していない場合で、
サーバープロセスがクラッシュした場合は、すべてのプロセスを停止し、再起動するよ
うにしてください。これには、POP、IMAP、HTTP、MTAの各プロセス、stored

(メッセージストア)プロセス、およびメッセージストアを変更するすべてのユーティリ
ティーが含まれます。このユーティリティーには、mboxutil、deliver、reconstruct、
readership、upgradeなどがあります。

コンソール:コンソールでは、個々のサービスを起動または停止したり、各サービスに関
するステータス情報を表示したりできます。

フォームには、IMAP、POP、SMTP、およびHTTPの各サービスに対し、現在の状態 (オ
ンまたはオフ)が表示されます。また、サービスが実行中である場合には、そのサービス
が最後に起動した時刻が表示されます。このフォームでは、その他のステータス情報も
表示できます。

メッセージングサービスを起動またはシャットダウンしたり、そのステータスを表示す
るには、次の手順に従います。

� メッセージングサービスの起動、シャットダウン、またはステー
タスの表示を行うには

コンソールで、サービスを起動または停止するMessaging Serverを開きます。

次のいずれかの方法で、「サービスの一般構成」フォームを表示します。

a. 「タスク」タブをクリックし、「サービスの起動/停止」をクリックします。

b. 「設定」タブをクリックし、左側のペインの「サービス」フォルダ選択します。次
に、右側のペインで「一般」タブをクリックします。

「サービスの一般構成」フォームが表示されます。

「プロセスコントロール」フィールドの左側のカラムには、サーバーによってサポート
されているサービスの一覧が表示されます。右側のカラムには、各サービスの基本ス
テータスが表示されます (オンまたはオフ。オンの場合は、前回起動したときの時刻)。

1
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現在実行中のサービスに関するステータス情報を表示するには、「プロセスコントロー
ル」フィールドでそのサービスを選択します。

「サービスステータス」フィールドに、そのサービスに関するステータス情報が表示さ
れます。

POP、IMAP、およびHTTPの場合、フィールドには、最終接続時間、合計接続数、現在
の接続数、最後にサービスを起動してから接続に失敗した回数、最後にサービスを起動
してからログインに失敗した回数が表示されます。

このフィールドの情報を確認すれば、サーバーにかかる負荷やそのサービスの信頼性な
どを把握できます。また、サーバーのセキュリティーに対する攻撃を調べるのにも役立
ちます。

サービスを起動するには、「プロセスコントロール」フィールドでそのサービスを選択
し、「起動」をクリックします。

サービスを停止するには、「プロセスコントロール」フィールドでそのサービスを選択
し、「停止」をクリックします。

有効なサービスをすべて起動または停止するには、「すべて起動」ボタンまたは「すべ
て停止」ボタンをクリックします。

コマンド行: start-msgおよび stop-msgコマンドを使って、任意のメッセージングサービ
ス (smtp、imap、pop、 store、http、ens、sched)を起動または停止できます。次に例を
示します。

msg_svr_base/sbin/start-msg imap

msg_svr_base/sbin/stop-msg pop

msg_svr_base/sbin/stop-msg sched

msg_svr_base/sbin/stop-msg smtp

サービスを停止または起動するには、サービスが有効になっている必要があります。119
ページの「起動するサービスを指定するには」を参照してください。

注 – start-msg smtpおよび stop-msgコマンドを実行すると、SMTPサーバーだけでなく、
すべてのMTAサービスが起動または停止します。特定のMTAサービスだけを起動また
は停止する場合は、ディスパッチャおよびジョブコントローラに対して start/stop msg

コマンドを使用します。詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「start-msg」および『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「stop-msg」を参照してください。

起動するサービスを指定するには
デフォルトでは、start-msgを使って次のサービスが起動されます。

4
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#./start-msg

Connecting to watcher ...

Launching watcher ...

Starting ens server .... 21132

Starting store server .... 21133

checking store server status ... ready

Starting imap server .... 21135

Starting pop server .... 21138

Starting http server .... 21141

Starting sched server .... 21143

Starting dispatcher server .... 21144

Starting job_controller server .... 21146

これらのサービスは、次の configutilパラメータを有効化または無効化することに
よって制御できま
す。service.imap.enable、service.pop.enable、service.http.enable、local.smsgateway.enable、local.snmp.enable、
および local.sched.enable。IMAPを無効にするには、service.imap.enableと
service.imap.enablesslportの両方を 0に設定する必要があります。POPおよびHTTPの
場合も同様です。これらのパラメータの機能の詳細については、『Sun Java System
Messaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「configutil Parameters」を参照して
ください。

障害が発生したサービスや応答がないサービスの自動再
起動

Messaging Serverでは、watcherと msprobeの 2つのプロセスが提供されています。これら
のプロセスによってサービスは透過的に監視され、クラッシュしたり応答がなくなった
(ハングアップしている)場合には、自動的に再起動されます。watcherはサーバーク
ラッシュを監視します。msprobeは応答時間をチェックすることでサーバーハングアップ
を監視します。サーバーでエラーが発生した場合や、サーバーが要求に応答しなく
なった場合、サーバーは自動的に再起動されます。表 4–4を参照してください。

表 4–4 watcherとmsprobeで監視されるサービス

watcher (クラッシュ) msprobe (応答しないハングアップ)

IMAP、POP、HTTP、ジョブコントローラ、
ディスパッチャ、メッセージストア (stored)、
imsched、MMP (LMTP/SMTPサーバーはディス
パッチャによって監視され、LMTP/SMTPクライ
アントは job_controllerによって監視される。)

IMAP、POP、HTTP、証明書、ジョブコント
ローラ、メッセージストア (stored)、
imsched、ENS、LMTP、SMTP

local.watcher.enable=on (デフォルト)を設定すると、プロセスの失敗と応答しないサー
ビスが監視され、defaultログファイルに特定の失敗を示すエラーメッセージが記録され

障害が発生したサービスや応答がないサービスの自動再起動
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ます。サーバーの自動再起動を有効にするには、configutilのパラメータ
local.autorestartを yesに設定します。デフォルトでは、このパラメータは noに設定さ
れています。

メッセージストアのサービスのどれかが失敗またはフリーズした場合、起動時に有効に
したすべてのメッセージストアのサービスが再起動されます。たとえば、imapdが失敗す
ると、少なくとも storedおよび imapdが再起動されます。POPまたはHTTPサーバーな
ど、メッセージストアのほかのサービスが実行されている場合、それらのサービスも失
敗や成功にかかわらず再起動されます。

自動再起動は、メッセージストアユーティリティーが失敗またはフリーズした場合にも
機能します。たとえば、mboxutilが失敗またはフリーズした場合、すべてのメッセージ
ストアサービスが再起動されます。ただし、ユーティリティーは再起動されません。
msprobeは 10分ごとに実行されています。サービスとプロセスの再起動は 10分間に最大
2回実行されます (local.autorestart.timeoutを使用して設定可能)。

local.autorestartが yesに設定されているかどうかにかかわらず、サービスはシステム
によって監視され、失敗または応答なしのエラーメッセージがコンソールおよび
msg_svr_base/data/log/watcherに送信されます。watcherはデフォルトではポート 49994
を待機しますが、これは local.watcher.portを使って設定可能です。

watcherログファイルがmsg_svr_base/data/log/watcherに生成されます。このログファイ
ルは、ログが記録されるシステムでは管理されません (ロールオーバーおよび消去は行わ
れない)。このログファイルにはすべてのサーバーの起動と停止が記録されます。ログの
例を次に示します。

watcher process 13425 started at Tue Oct 21 15:29:44 2003

Watched ’imapd’ process 13428 exited abnormally

Received request to restart: store imap pop http

Connecting to watcher ...

Stopping http server 13440 .... done

Stopping pop server 13431 ... done

Stopping pop server 13434 ... done

Stopping pop server 13435 ... done

Stopping pop server 13433 ... done

imap server is not running

Stopping store server 13426 .... done

Starting store server .... 13457

checking store server status ...... ready

Starting imap server ..... 13459

Starting pop server ....... 13462

Starting http server ...... 13471

この機能の設定方法の詳細については、816ページの「msprobeおよびwatcher関数を使用
した監視」を参照してください。

障害が発生したサービスや応答がないサービスの自動再起動
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msprobeは imschedによって制御されます。imschedがクラッシュすると、このイベントは
watcherによって検出され、再起動がトリガされます (自動再起動が有効になっている場
合)。ただし、ごくまれに imschedがハングアップした場合は、kill imsched_pidを使用し
て imschedを強制終了する必要があります。これにより、imschedがwatcherによって再起
動されます。

高可用性の配備での自動再起動
可用性が高い配備での自動再起動には、次の configutilパラメータを設定する必要があ
ります。

表 4–5HA自動再起動パラメータ

パラメータ 説明/HA値

local.watcher.enable watcherの有効化です。On (デフォルトはOn)

local.autorestart autorestartの有効化です。On

local.autorestart.timeout 再試行失敗のタイムアウトです。ここに指定した時間内でサーバーに 3回以上障
害が発生すると、システムはサーバーの再起動を試行しなくなります。HAシス
テムでこれが発生すると、Messaging Serverがシャットダウンし、別のシステム
へのフェイルオーバーが行われます。値 (秒単位で指定)は、msprobeの間隔
(local.schedule.msprobe)よりも長い時間に設定する必要があります。

local.schedule.msprobe msprobeの実行スケジュールです。crontab形式でスケジュールを示す文字列です
(表 18–10を参照)。デフォルトは 600秒です。

自動タスクをスケジュールするには
Messaging Serverは、imschedというプロセスを使って一般的なタスクスケジュールを行う
メカニズムを提供します。これは、Messaging Serverの現在のバージョンのプロセスをス
ケジュールするためのものです。Messaging Serverの現在のバージョン以外のタスクのス
ケジューリングはサポートされていません。これは、local.schedule.taskname
configutilパラメータを設定して有効にします。スケジュールを変更している場合は、
コマンド stop-msg schedおよび start-msg schedを使用してスケジューラを再起動する
か、refresh schedでスケジューラプロセスを更新する必要があります。

パラメータには、コマンドとコマンドを実行するスケジュールが必要です。形式は次の
とおりです。

configutil -o local.schedule.taskname -v “schedule”

tasknameは、このコマンドとスケジュールの組み合わせを示す一意の名前です。

scheduleは次の形式をとります。

minute hour day-of-monthmonth-of-year day-of-week command args

自動タスクをスケジュールするには
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command args (コマンド引数)は、Messaging Serverの任意のコマンドとその引数をとるこ
とができます。コマンドのパス名は、完全指定でなければなりません。

minute hour day-of-monthmonth-of-year day-of-week (分時日付月曜日)は、コマンドを実行
するスケジュールです。UNIXの crontabの書式に従います。

値は空白文字またはタブ文字で区切られ、値の範囲は、分は 0～ 59、時は 0～ 23、日付
は 1～ 31、月は 1～ 12、曜日は 0～ 6 (0 =日曜日)となります。各時間フィールドには、
アスタリスク (すべての取りうる値)、コンマ区切りの値のリスト、またはハイフンで区
切られた 2つの値による範囲を使用することもできます。日は日付と曜日の両方を使用
して指定します。両方の使用を指定した場合には、どちらの値も必要です。たとえば、
月の 17日目と火曜日を設定すると、コマンドは、火曜日で、かつ 17日である場合だけ実
行されます。表 18–10を参照してください。

スケジューラを変更している場合は、コマンド stop-msg schedおよび start-msg schedを
使用してスケジューラを再起動するか、SIGHUPをスケジューラプロセスに送信する必要
があります。

kill -HUP scheduler_pid

スケジューラの例
次の例では、冗長モードで imexpireを 12:30am、8:30am、および 4:30pmに実行します。

configutil -o local.schedule.rm_messages -v “30 0,8,16 * * *”

/opt/SUNWmsgsr/sbin/imexpire -v

次の例では、MTAチャネルキューのメッセージカウンタを 20分おきに表示します。

configutil -o local.schedule.counters -v “20,40,60 * * * *”

/opt/SUNWmsgsr/sbin/imsimta qm counters -show > temp.txt

次の例では、imsbackupを月曜日から金曜日の真夜中 (12 am)に実行します。

configutil -o local.schedule.msbackup -v “0 0 * * 1-5”

/opt/SUNWmsgsr/sbin/imsbackup -f backupfile /primary

グリーティングメッセージを設定するには
Messaging Serverでは、コンソールまたはパラメータを使って、新規ユーザーに送る電子
メールグリーティングメッセージを作成できます。

グリーティングメッセージを設定するには
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� コンソールを使って新規ユーザーへのグリー
ティングを作成するには

コンソールで、新規ユーザーへのグリーティングを設定するMessaging Serverを開きま
す。

「設定」タブをクリックします。左側のペインでサーバーのアイコンが強調表示されて
いない場合は、アイコンを選択します。

右側のペインの「その他」タブを選択します。

必要に応じて、新規ユーザーへのグリーティングを作成または変更します。

電子メールメッセージと同じように、グリーティングメッセージの書式を設定する必要
があります。まずヘッダー (少なくとも件名行を含める)を入力し、1行空けて、メッセー
ジ本文を入力します。

メッセージを作成する際は、メッセージフィールドの上にあるドロップダウンリストを
使って言語を指定します。必要に応じて、複数の言語で複数のメッセージを作成するこ
とも可能です。

「保存」をクリックします。

コマンド行:コマンド行を使って新規ユーザーへのグリーティングメッセージを作成する
には、次のように入力します。

configutil -o gen.newuserforms -v Message

Messageには少なくとも件名行を含むヘッダーがあり、$$、メッセージ本文がその後に続
いている必要があります。$は、新しい行を表します。

たとえばこのパラメータを有効にするため、次のように設定変数を設定することができ
ます。

configutil -o gen.newuserforms -v ’Subject: Welcome!! $$ Sesta.com welcomes you to

the premier internet experience in Dafandzadgad!

使用しているシェルによっては、$の前に特殊文字を追加して、$が持つ特殊な意味をエ
スケープする必要があることもあります。(ほとんどの場合、$はシェルのエスケープ文
字。)
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ドメイン単位のグリーティングメッセージを設定
するには
新規のホストしているドメインを作成する場合は常に、サポートされている言語のドメ
イン単位のグリーティングメッセージを作成することをお勧めします。これを行わない
場合は、gen.newuserformsによって設定されている一般的なグリーティングメッセージが
送信されます。

新規ユーザーへのグリーティングメッセージは、ドメインごとに設定できます。
メッセージは、ユーザー、ドメイン、またはサイトの優先言語に応じて変えることがで
きます。これを行うには、対象の LDAPドメインエントリのmailDomainWelcomeMessage
属性を設定します。属性の構文は次のとおりです。

mailDomainWelcomeMessage;lang-user_prefLang
mailDomainWelcomeMessage;lang-domain_prefLang
mailDomainWelcomeMessage;lang-gen.sitelanguage

次の例では、英語のドメインのグリーティングメッセージが設定されています。

mailDomainWelcomeMessage;lang-en: Subject: Welcome!! $$Welcome to the mail system.

次の例では、フランス語のドメインのグリーティングメッセージが設定されています。

mailDomainWelcomeMessage;lang-fr: Subject: Bienvenue!! $$Bienvenue a siroe.com!

上記の例から、次のことを仮定します。

� ドメインは siroe.comである
� 新規ユーザーはこのドメインに所属している

� LDAP属性 preferredlanguageで指定されているように、ユーザーが優先する言語はフ
ランス語である

� siroe.comでは、上記の英語およびフランス語のグリーティングメッセージが使用可能
である

� gen.sitelanguageで指定されているように、サイト言語は enである

サポートされるロケールおよびその言語値タグの一覧は、Directory Server Reference
Manual (http://docs.sun.com)を参照してください。

ユーザーは、初めてログインしたとき、フランス語のグリーティングメッセージを受信
します。フランス語のグリーティングメッセージが使用不可の場合、英語のグリー
ティングメッセージを受信します。

グリーティングメッセージの動作方式
グリーティングメッセージは、LDAP属性 mailDomainWelcomeMessageと configutilパラ
メータ gen.newuserformsの両方によって設定できます。メッセージが選択される順序
を、優先順位の高い順に次に示します。

グリーティングメッセージを設定するには
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mailDomainWelcomeMessage;lang-user_prefLang
mailDomainWelcomeMessage;lang-domain_prefLang
mailDomainWelcomeMessage;lang-gen.sitelanguage
mailDomainWelcomeMessage

gen.newuserforms;lang-"$user-prefLang"
gen.newuserforms;lang-"$domain-prefLang"
gen.newuserforms;lang-"$gen.sitelanguage"
gen.newuserforms

アルゴリズムは次のように機能します。ドメインが存在しない場合 (または存在してもド
メイン単位のグリーティングメッセージが提供されない場合)、gen.newuserformsパラ
メータが指定されていれば、このパラメータを使ってグリーティングメッセージが設定
されます。ユーザーに優先言語があり (preferredlanguage LDAP属性で設定)、
gen.newuserforms;lang-user_prefLangが設定されていれば、ユーザーはサーバーに最初に
ログインしたときにグリーティングメッセージを受信します。
gen.newuserforms;lang-gen.sitelanguageが設定されていて、preferredlanguageが設定され
ていない場合で、サイト言語が設定 (gen.sitelanguageパラメータを使用)されている場
合、ユーザーはメッセージを受信します。言語タグのパラメータが設定されていない場
合は、タグなしの gen.newuserformsが設定されていれば、そのメッセージがユーザーに
送信されます。いずれの値も設定されていない場合は、ユーザーはグリーティング
メッセージを受信しません。

ユーザーがドメインに所属している場合は、上記の説明と同様に、ユーザーは
mailDomainWelcomeMessage;lang-xxのうちのいずれかを受信します。受信するメッセージ
は、どのメッセージがリストおよび所定の順序で使用可能であるかによって異なりま
す。

次に例を示します。ドメインは siroe.comです。ドメインの優先言語はドイツ語 (de)で
す。しかし、このドメインの新規ユーザーの優先言語はトルコ語 (tr)です。サイト言語は
英語です。使用できる値は次のとおりです (mailDomainWelcomeMessageはドメイン
siroe.comの属性)。

mailDomainWelcomeMessage;lang-fr

mailDomainWelcomeMessage;lang-ja

gen.newuserforms;lang-de

gen.newuserforms;lang-en

gen.newuserforms

アルゴリズムに従って、ユーザーに送信されるメッセージは gen.newuserforms;lang-de

になります。

グリーティングメッセージを設定するには
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ユーザーの優先言語を設定するには
管理者は、ユーザーの LDAPエントリの属性 preferredLanguageを設定することで、GUI
およびサーバーで生成されるメッセージの優先言語を設定できます。

サーバーの管理ドメイン外のユーザーにメッセージを送信する場合、サーバーはその
ユーザーの優先言語は判断できません。ただし、その着信メッセージが、ヘッダーに優
先言語が指定された着信メッセージへの応答である場合を除きます。これらのヘッダー
フィールド (accept-language、Preferred-Language、または X-Accept-Language)は、ユー
ザーのメールクライアントで指定された属性に応じて設定されています。

優先言語に対して複数の設定がある場合、たとえば、Directory Serverに保存されている優
先言語属性とメールクライアントで指定された優先言語があるような場合は、次の順序
で優先言語が選択されます。

1. 元のメッセージの accept-languageヘッダーフィールド
2. 元のメッセージの Preferred-Languageヘッダーフィールド
3. 元のメッセージの X-Accept-Languageヘッダーフィールド
4. 差出人の優先言語属性 (LDAPディレクトリで見つかった場合)

ドメインの優先言語を設定するには
ドメインの優先言語は、特定のドメイン用に指定されているデフォルトの言語です。た
とえば、mexico.siroe.comというドメイン用にスペイン語を指定するとします。管理者
は、ドメインの LDAPエントリの属性 preferredLanguageを設定することでドメインの優
先言語を設定できます。

� コンソールからサーバーサイト言語を設定するに
は
次の手順に従って、サーバーのデフォルトサイト言語を指定できます。ユーザーの優先
言語が設定されていない場合は、サイト言語を使用して特定言語のメッセージを送信し
ます。

設定を行うMessaging Serverを開きます。

「設定」タブをクリックします。

右側のペインの「その他」タブをクリックします。

「サイト言語」ドロップダウンリストで、使用する言語を選択します。

「保存」をクリックします。

コマンド行:次に示すように、コマンド行でサイト言語を指定することもできます。
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configutil -o gen.sitelanguage -v value

valueには、ローカルでサポートされているいずれかの言語を指定できます。サポートさ
れるロケールおよびその言語値タグの一覧は、『Sun Java SystemDirectory Server 5 2005Q1
Administration Guide』の第 5章を参照してください。

ディレクトリ検索をカスタマイズするには
Messaging Serverは、Sun Java SystemDirectory Serverなどの LDAPベースのディレクトリシ
ステムがないと機能しません。Messaging Serverおよびコンソールには、多くの目的を果
たすためにディレクトリアクセスが必要です。例:

� Messaging Serverをはじめてインストールする際に、サーバーの構成設定を入力しま
す。これらの設定は、中央の設定ディレクトリに保存されます。また、インストール
時には、そのディレクトリへの接続も設定します。

� メールユーザーまたはメールグループ用のアカウント情報を作成または更新すると、
その情報はユーザーディレクトリと呼ばれるディレクトリに保存されます。サーバー
グループの管理サーバーはインストール時に設定されています。この設定によって、
ユーザーやグループにアクセスしたとき、コンソールは管理トポロジが定義されてい
る設定ディレクトリにデフォルトで接続します。管理トポロジとは、同じ設定ディレ
クトリおよびユーザーディレクトリを共有する Sun Java Systemサーバーの集まりのこ
とです。

� メッセージのルーティング時やメールボックスへのメールの配信時に、Messaging
Serverはユーザーディレクトリ内で差出人または受取人に関する情報を検索します。
デフォルトでは、Messaging Serverは管理サーバーが使用するのと同じユーザーディレ
クトリ内を検索します。

� メールルーティングの検索のためにユーザーの認証を行います。

これらのディレクトリの構成設定は、次に示す方法で変更できます。

� コンソールの「管理サーバー」インタフェースを使用すると、設定ディレクトリの接
続設定を変更できます。(詳細は、『SunONE Server Console 5.2 ServerManagement
Guide』の管理サーバーに関する章を参照。)

� ユーザーやグループの情報を変更する場合は、コンソールの「ユーザーおよびグルー
プ」インタフェースを使用すると、デフォルトとは別のユーザーディレクトリに一時
的に接続することができます。詳細は、『SunONE Server Console 5.2 ServerManagement
Guide』のユーザーとグループに関する章を参照してください。

� コンソールの「Messaging Server」インタフェースを使用すると、管理サーバーで定義
されているデフォルトとは別のユーザーディレクトリに接続するようにMessaging
Serverを設定できます。これが、この節で説明している設定作業です。

別のユーザーディレクトリに接続してユーザーやグループを検索するようにMessaging
Serverを再設定するかどうかは、管理者の判断次第です。通常は、サーバーの管理ドメイ
ンを定義しているユーザーディレクトリがドメイン内のすべてのサーバーによって使用
されます。

ディレクトリ検索をカスタマイズするには
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注 –Messaging Serverの検索用にカスタムユーザーディレクトリを指定した場合は、コン
ソールの「ユーザーおよびグループ」インタフェースにアクセスして、そのディレクト
リのユーザー情報またはグループ情報を変更するときにも同じディレクトリを指定する
必要があります。

� コンソールを使ってMessaging Server LDAPユー
ザー検索設定を変更するには

コンソールから、LDAP接続をカスタマイズするMessaging Serverを開きます。

「設定」タブをクリックします。

左側のペインで「サービス」フォルダを選択します。

右側のペインで「LDAP」タブを選択します。LDAPフォームが表示されます。
LDAPフォームには、設定ディレクトリとユーザーディレクトリの構成設定が表示されま
す。ただし、このフォーム内の設定ディレクトリの設定は読み取り専用です。これらの
設定を変更する必要がある場合は、『 SunONE Server Console 5.2 ServerManagement
Guide』の管理サーバーに関する章を参照してください。

ユーザーディレクトリの接続設定を変更するには、「Messaging Server固有のディレクト
リ設定を使用」ボックスをクリックします。

次に示す情報を入力または変更して、LDAP構成を更新します (「識別名」などの用語の定
義やディレクトリの概念については、『Directory Server管理ガイド』を参照)。
ホスト名:インストールのユーザー情報を含むディレクトリがあるホストマシンの名前。
通常、これはMessaging Serverホストとは別のものです。ただし、非常に小規模のインス
トールでは、同じ場合もあります。

ポート番号:Messaging Serverがユーザー検索用のディレクトリにアクセスするときに使用
するディレクトリホストのポート番号。この番号は、ディレクトリ管理者が定義するも
ので、必ずしもデフォルトのポート番号 (389)である必要はありません。

ベースDN:検索ベース (ユーザー検索の開始点を示すディレクトリエントリの識別名)。
ディレクトリツリー内で検索ベースが目的の情報に近いほど、検索処理は速くなりま
す。ディレクトリツリーに「people」や「users」などの分岐がある場合は、それを開始点
にするのが妥当です。

バインドDN:Messaging Serverが検索を行うためにDirectory Serverに接続する際、その
Messaging Serverを識別するために使われる名前。バインドDNは、ディレクトリのユー
ザー部分に対する検索特権がある、ユーザーディレクトリのエントリの識別名でなけれ
ばなりません。ディレクトリに対して匿名検索アクセスを許可する場合は、このエント
リを指定しないことも可能です。
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ユーザー検索のために LDAPディレクトリに対してこのMessaging Serverの認証を行う際
に、バインドDNとともに使用するパスワードを変更するには、「バインドパスワードの
変更」ボタンをクリックします。「パスワード入力」ウィンドウが表示されたら、そこ
に新しいパスワードを入力します。

この場合に使用するパスワードは、個別のセキュリティーポリシーによって決まりま
す。最初、パスワードは「パスワードなし」に設定されています。「バインドDN」
フィールドに何も入力しないで匿名アクセスを指定した場合、パスワードは使用しませ
ん。

この手順により、サーバー構成に保存されているパスワードは更新されますが、LDAP
サーバー内のパスワードは変更されません。また、このアカウントは、デフォルトで
PAB検索にも使用されます。パスワードを変更したら、次に示す 2つの操作を行う必要が
あります。

設定属性 local.ugldapbinddnで指定されているユーザーのパスワードを変更します。こ
のユーザーアカウントは、設定属性 local.ugldaphostに指定されているディレクトリ
サーバー内にあります。

local.service.pab.ldapbinddnおよび local.service.pab.ldaphost属性で指定されている
ものと同じアカウントがPABアクセスで使用されている場合は、
local.service.pab.ldappasswdに保存されているパスワードも更新する必要があります。

デフォルトのユーザーディレクトリに戻るには、「Messaging Server固有のディレクトリ
設定を使用」ボックスのチェックマークを外します。

コマンド行:次に示すように、コマンド行でユーザーディレクトリの接続設定の値を設定
することもできます。上記の手順 8および 9で説明しているように、LDAPおよび PABパ
スワードも必ず設定してください。

Messaging Server固有のディレクトリ設定を使用するかどうかを指定するには、次のよう
に入力します。

configutil -o local.ugldapuselocal -v [ yes | no ]

ユーザー検索用の LDAPホスト名を指定するには、次のように入力します。

configutil -o local.ugldaphost -v name[: port_number]

ユーザー検索用の LDAPポート番号を指定するには、次のように入力します。

configutil -o local.ugldapport -v number

ユーザー検索用の LDAPベースDNを指定するには、次のように入力します。

configutil -o local.ugldapbasedn -v basedn

ユーザー検索用の LDAPバインドDNを指定するには、次のように入力します。

configutil -o local.ugldapbinddn -v binddn

7
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9
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暗号化の設定
コンソールを使用すると、Messaging Serverの SSL (Secure Sockets Layer)暗号化および認証
を有効にしたり、サーバーがすべてのサービスにわたってサポートする特定の符合化方
式を選択できます。

この作業は一般的な設定タスクですが、658ページの「SSLを有効化し暗号化方式を選択
するには」で説明します。この章には、すべてのセキュリティーに関する背景情報や
Messaging Serverのアクセス制御に関するトピックも記載されています。

LDAPサーバーフェイルオーバーを設定する
複数の LDAPサーバーをユーザーまたはグループディレクトリとして指定することがで
きます。これによって、1つのサーバーに障害が発生しても別のサーバーが処理を引き継
ぎます。

� LDAPサーバーフェイルオーバーを設定するには
local.ugldaphostを複数の LDAPマシンに設定します。次に例を示します。

configutil -o local.ugldaphost -v "server1 server2 ..."

local.ugldapuselocalを yesに設定します。これによって、ユーザーまたはグループの
LDAP設定データはローカル設定ファイルに保存されます。これ以外の場合は、LDAPに保
存されます。次に例を示します。

configutil -o local.ugldapuselocal -v yes

リストにある最初のサーバーに障害が発生した場合、既存の LDAP接続はダウンしたと
みなされ、新しい接続が確立されます。新規の LDAP接続が必要な場合、LDAPライブラ
リはすべての LDAPサーバーをリストされている順序で試します。

ユーザーまたはグループディレクトリ用のフェイルオーバーと同様に、設定ディレクト
リ用のフェイルオーバーサーバーを設定することもできます。設定属性は
local.ldaphostです。

1
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POP、IMAP、およびHTTPサービスの設定

Messaging Serverは、クライアントのメールボックスへのアクセス用に Post Office Protocol
3 (POP3)、InternetMailAccess Protocol 4 (IMAP4)、およびHyper Text Transfer Protocol
(HTTP)をサポートしています。IMAPと POPはいずれもインターネットの標準メール
ボックスプロトコルです。Webで使用する電子メールプログラムのMessnger Expressで、
エンドユーザーはHTTPでインターネットに接続されたコンピュータシステム上で動作
しているブラウザを使って自分のメールボックスにアクセスすることができます。

この章では、SunONEConsoleまたはコマンド行ユーティリティーを使って 1つ以上の
サービスをサポートするようにサーバーを構成する方法について説明します。

SMTP (SimpleMail Transfer Protocol)サービスの設定については、第 10章を参照してくだ
さい。

この章には、次の節があります。

� 133ページの「全般設定」
� 136ページの「ログインの要件」
� 138ページの「パフォーマンスパラメータ」
� 141ページの「クライアントアクセスの制御」
� 141ページの「POPサービスを設定するには」
� 143ページの「IMAPサービスを設定するには」
� 145ページの「HTTPサービスを設定するには」

全般設定
Messaging Serverの POP、IMAP、およびHTTPサービスの全般的な機能の設定には、サー
ビスの有効無効の指定、ポート番号の割り当て、および接続するクライアントへ送信さ
れるサービス見出しの修正 (省略可)が含まれます。この節では、そのための基礎的な情
報を提供します。これらの設定を行う手順については、141ページの「POPサービスを設
定するには」、143ページの「IMAPサービスを設定するには」、および 145ページ
の「HTTPサービスを設定するには」を参照してください。
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サービスの有効化と無効化
Messaging Serverの特定のインスタンスがそのPOP、IMAP、またはHTTPサービスを使用
できるようにするかどうかを制御することができます。これは、サービスの開始や停止
と同じではありません (116ページの「サービスを起動および停止する」を参照)。POP、
IMAP、またはHTTPが機能するには、有効化されていることと開始されていることの両
方が必要です。

サービスの有効化は、サービスの開始や停止よりも「グローバルな」処理です。たとえ
ば、有効にする設定はシステムを再起動しても持続されますが、前に「停止」したサー
ビスは再起動後に再び開始する必要があります。

使用する予定がないサービスは有効にする必要はありません。たとえば、Messaging
Serverインスタンスをメッセージ転送エージェント (MTA)としてのみ使用する場合、
POP、IMAP、およびHTTPは無効にする必要があります。POPサービス用にのみ使用す
る場合、IMAPとHTTPを無効にする必要があります。Webベースの電子メール用にのみ
使用する場合、POPと IMAPを無効にする必要があります。

サービスの有効化と無効化は、サーバーレベルで行うことができます。この処理はこの
章で説明されています。また、119ページの「起動するサービスを指定するには」でも説
明されています。特定の LDAP属性 mailAllowedServiceAccessを設定することにより、
ユーザーレベルでサービスの有効化と無効化を行うことができます。

ポート番号を指定する
各サービスに対して、サーバーがサービスの接続に使用するポート番号を指定すること
ができます。

� POPサービスを有効にする場合、サーバーが POP接続に使用するポート番号を指定す
ることができます。デフォルトは 110です。

� IMAPサービスを有効にする場合、サーバーが IMAP接続に使用するポート番号を指
定することができます。デフォルトは 143です。

� HTTPサービスを有効にする場合、サーバーがHTTP接続に使用するポート番号を指
定することができます。デフォルトは 80です。

たとえば 1つのホストマシンに複数の IMAPサーバーインスタンスがある場合や、同じホ
ストマシンを IMAPサーバーおよびMessagingMultiplexorサーバーとして使用している場
合は、デフォルト以外のポート番号を指定する必要があります。Multiplexorについて
は、第 7章を参照してください。

ポート番号を指定する際には、次の点に注意してください。

� ポート番号は 1から 65535までの任意の値を指定できます。
� 選択したポートが別のサービス用にすでに使用されていたり、割り当てられていない
ことを確認してください。

全般設定
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暗号化通信用のポート
Messaging Serverは、SSL (Secure Socket Layer)プロトコルを使用することにより、IMAP、
POP、およびHTTPクライアントの暗号化通信をサポートします。Messaging Serverの SSL
サポートの一般情報については、651ページの「暗号化と証明書に基づく認証を構成す
る」を参照してください。

SSLを使用した IMAP
「SSLを使用した IMAP」のデフォルト (推奨)ポート番号 (993)を使用するか、また
は「SSLを使用した IMAP」に別のポートを指定することができます。

現在の IMAPクライアントの多くが個別の IMAPポートおよび SSLを使用した IMAPポー
トを必要としているため、Messaging Serverではオプションとしてそれぞれに個別のポー
トを使用できます。最近では、同じポートによる IMAPおよび「SSLを使用した IMAP」
の通信が新たな標準となってきています。お使いのMessaging Serverに SSLの証明書 (653
ページの「管理コンソールからの証明書の入手」を参照)がインストールされていれば、
同じポートを使って IMAPおよび「SSLを使用した IMAP」の通信を行うことができま
す。

SSLを使用したPOP
POP用の個別 SSLポートは、デフォルトでは 995です。STLSコマンドを使用して、通常
の POPポートで SSLを開始することもできます (141ページの「POPサービスを設定する
には」を参照)。

SSLを使用したHTTP
「SSLを使用したHTTP」のデフォルトポート番号 (443)を使用するか、またはHTTPSに
別のポートを指定することができます。

サービスの見出し
クライアントがはじめてMessaging Serverの POPまたは IMAPのポートに接続すると、
サーバーがクライアントに確認用のテキスト文字列を送信します。このサービスの見出
し (通常、クライアントのユーザーには表示されない)は、サーバーが Sun Java System
Messaging Serverであることを証明するもので、そこにはサーバーのバージョン番号が表
示されます。一般に、この見出しはクライアントのデバッグまたは問題をつきとめるた
めに使用されます。

接続中のクライアントにほかのメッセージを送信したい場合、POPまたは IMAPサービ
スのデフォルトの見出しを変更できます。

SunONEConsoleまたは configutilユーティリティー
(service.imap.banner、service.pop.banner)を使ってサービス見出しを設定することがで
きます。configutilの構文の詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

全般設定
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ログインの要件
ユーザーは POP、IMAP、またはHTTPサービスにログインしてメールを取り込みます。
このユーザーによるログインの方法は制御できます。パスワードに基づくログイン (すべ
てのサービス)、および証明書に基づくログイン (IMAPまたはHTTPサービス)を許可す
ることができます。この節では、そのための基礎的な情報を提供します。これらの設定
を行う手順については、141ページの「POPサービスを設定するには」、143ページ
の「IMAPサービスを設定するには」、および 145ページの「HTTPサービスを設定する
には」を参照してください。さらに、POPログインの有効なログイン区切りを指定する
こともできます。

� POPクライアントのログイン区切りを設定するに
は
メールクライアントによっては、ログイン区切りとして @を使用できない場合がありま
す。アドレスに含まれる@が uid@domainと似ているからです。これらのクライアントの
例には、MicrosoftWindows 2000上で動作するNetscapeMessenger 4.76、NetscapeMessenger
6.0、およびMicrosoft Outlook Expressがあります。これを回避するには次のようにしま
す。

次のコマンドを使って +を有効な区切りにします。

configutil -o service.loginseparator -v "@+"

POPクライアントユーザーに @ではなく +をログイン区切りとして使ってログインするよ
う知らせます。

ドメイン名を使用せずにログインを許可するには
標準のログインでは、ユーザーがユーザー ID、区切り文字、ドメイン名の順に入力し、
次にパスワードを入力する必要があります。ただし、インストール時に指定したデ
フォルトのドメインのユーザーは、ドメイン名や区切り文字を入力しなくてもログイン
できます。

ほかのドメインのユーザーもユーザー IDだけでログインできるようにする (ドメイン名
と区切り文字を不要にする)には、sasl.default.ldap.searchfordomainを 0に設定しま
す。ユーザー IDはディレクトリツリー全体で一意になるようにする必要があります。
ユーザー IDが一意でない場合、ドメイン名を指定せずにログインすると失敗します。

ログイン時にユーザーが入力する必要がある属性を変更することもできます。たとえ
ば、電話番号 (telephoneNumber)や従業員番号 (employeeID)を入力させたい場合は、
configutilのパラメータ sasl.default.ldap.searchfilterで定義されている LDAP検索を
変更します。このパラメータは、ドメイン単位の inetdomainsearchfilter属性のグロー
バルなデフォルト設定であり、同じ構文に従っています。

1
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これらのパラメータの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

パスワードに基づくログイン
一般的なメッセージングインストールでは、ユーザーは POP、IMAP、またはHTTPメー
ルクライアントにパスワードを入力してメールボックスにアクセスします。クライアン
トがパスワードをサーバーに送信すると、サーバーはそのパスワードを使ってユーザー
を認証します。ユーザーが認証されると、アクセス制御ルールに基づき、そのサーバー
に保存されている特定のメールボックスへのアクセスを許可するかどうかが決定されま
す。

パスワードログインを認めると、ユーザーはパスワードを入力することにより POP、
IMAP、またはHTTPにアクセスできるようになります。POPサービスにおける認証方法
は、パスワードまたは SSLに基づくログインのみです。パスワードは LDAPディレクトリ
に保存されます。パスワードの必要最小文字数などのポリシーは、ディレクトリポリ
シーによって決まります。

IMAPまたはHTTPサービスに対してパスワードログインを認めない場合は、パスワード
に基づく認証は許可されません。その場合、次の節で説明する証明書に基づくログイン
を行わなければなりません。

IMAPおよびHTTPサービスにおけるパスワード送信のセキュリティーを強化するため
に、サーバーに送信する前にパスワードを暗号化するように要求できます。そのために
は、ログインに必要な暗号化最小文字数を選択します。

� 暗号化の必要がない場合にはゼロを選択します。クライアントポリシーによって、パ
スワードは平文で、または暗号化されて送信されます。

� ゼロ以外の値を選択すると、クライアントは指定した値を満たすキー長の暗号化方式
を使って、サーバーとの SSLセッションを確立しなければなりません。これにより、
クライアントが送信する IMAPまたはHTTPのユーザーパスワードがすべて暗号化さ
れます。

クライアントにおける暗号化のキー長設定がサーバーのサポートする最大長より大きい
場合、またはサーバーにおける暗号化のキー長設定がクライアントのサポートする最大
長より大きい場合は、パスワードに基づくログインを行うことができません。さまざま
な暗号化方式とキー長をサポートするようにサーバーを設定する方法については、658
ページの「SSLを有効化し暗号化方式を選択するには」を参照してください。

証明書に基づくログイン
Sun Java Systemサーバーでは、パスワードに基づくログインに加えて、デジタル証明書の
確認によるユーザー認証もサポートしています。サーバーとの SSLセッションを確立す
るときに、パスワードの代わりにユーザーの証明書を提示します。証明書の信頼性が確
認されると、そのユーザーは認証済みであるとみなされます。

ログインの要件
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IMAPまたはHTTPサービスに対し、証明書に基づくログインを認めるようにMessaging
Serverを設定する方法については、660ページの「証明書に基づくログインを設定するに
は」を参照してください。

証明書に基づくログインを有効にするために、IMAPまたはHTTPシステムフォーム
の「パスワードログインの許可」チェックボックスをオフにする必要はありません。
チェックボックスが選択されていても (デフォルト)、証明書に基づくログインの設定を
行なった場合は、パスワードに基づくログインと証明書に基づくログインの両方がサ
ポートされます。その場合、クライアントが SSLセッションを確立して証明書を提示す
ると、証明書に基づくログインが使用されます。クライアントが SSLを使用しない場合
や、クライアント証明書を提示しない場合には、代わりにパスワードが送信されます。

パフォーマンスパラメータ
Messaging Serverの POP、IMAP、およびHTTPサービスに対し、いくつかの基本的なパ
フォーマンスパラメータを設定できます。ハードウェアの容量に基づきユーザーベース
でもっとも効率的なサービスを実行できます。この節では、そのための基礎的な情報を
提供します。これらの設定を行う手順については、141ページの「POPサービスを設定す
るには」、143ページの「IMAPサービスを設定するには」、および 145ページの「HTTP
サービスを設定するには」を参照してください。

プロセス数
Messaging Serverは作業をいくつかの実行プロセスに分割することができます。こうする
と、場合によっては効率が上がることがあります。この機能はマルチプロセッサのサー
バーマシンにおいて特に効果があります。多くのサーバープロセス数を調整することに
よりハードウェアプロセッサ間で複数のタスクをより効率よく分配できます。

ただし、タスクを複数のプロセスに割り当てたり、プロセッサ間で切り替えたりする際
に、パフォーマンスオーバーヘッドが発生します。新たなプロセスが 1つ追加されるご
とに、複数のプロセスを持つ利点が薄れていきます。ほとんどの設定では、サーバーマ
シンの各ハードウェアプロセッサ当たり 1つのプロセス (最大でも 4プロセス)を、割り当
てるのが原則です。用途によっては最適とされる設定が異なることがあるため、この原
則はあくまでも参考として把握しておいてください。

注:プラットフォームによっては、パフォーマンスに影響を与える可能性のある、そのプ
ラットフォーム固有のプロセスに対する制限 (最大ファイルディスクリプタ数など)を緩
めるために、プロセス数を増やした方がよいこともあります。

POP、IMAP、およびHTTPサービスのデフォルトのプロセス数は、1です。

パフォーマンスパラメータ
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プロセス当たりの接続数
POP、IMAP、またはHTTPサービスが同時に持てるクライアント接続の数が多いほど、
クライアントにとって有利になります。空いている接続がないためにクライアントが
サービスにアクセスできない場合、別のクライアントが接続を切断するまで待たなけれ
ばなりません。

その一方で、各オープン接続がそれぞれメモリリソースを消費し、サーバーマシンの入
出力サブシステムに負担をかけるため、実際にサーバーがサポートできる同時
セッションの数には限界があります。サーバーのメモリを増やすか入出力を拡大すれ
ば、制限枠を上げることができます。

IMAP、HTTP、および POPには、それぞれ以下のような違いがあります。

� IMAP接続は、POPやHTTP接続に比べ、一般的に長く維持できます。メッセージを
ダウンロードするためにユーザーが IMAPに接続すると、接続は通常ユーザーが終了
するか、タイムアウトになるまで維持されます。これに対し、POP接続やHTTP接続
は、通常 POPまたはHTTP要求が満たされるとすぐに閉じられます。

� 一般に、IMAPとHTTP接続は、POP接続に比べて非常に効率的です。POP接続の場
合は、再接続するたびにユーザーの認証を必要とします。これに対し、IMAP接続の
場合は認証が必要なのは 1回のみで、IMAPセッション (ログインからログアウトま
で)が終わるまで接続が維持されます。HTTP接続は短いですが、1回のHTTP
セッション (ログインからログアウトまで)で複数の接続が許可されているのでユー
ザーは接続するたびに再び認証を行う必要はありません。そのため POP接続は、
IMAPやHTTP接続よりも大幅なパフォーマンスオーバーヘッドを生じさせます。
Messaging Serverは、オープン IMAP接続 (ただし、アイドル接続)と複数のHTTP接続
によって、オーバーヘッドを減らすように設計されています。

注 –HTTPセッションのセキュリティーの詳細については、645ページの「HTTPのセ
キュリティーについて」を参照してください。

したがって、所定の時間とユーザーの要求により、Messaging Serverはオープン IMAP接
続またはHTTP接続を POP接続よりも多くサポートできる場合があります。

プロセス当たりの接続数は、IMAPのデフォルトが 4000、HTTPのデフォルトが 6000、
POPのデフォルトが 600です。これらの値は、一般的な設定のサーバーマシンが処理で
きる要求とほぼ同等です。用途によっては最適とされる設定が異なることがあるため、
これらのデフォルト値はあくまでも一般的なガイドラインとして参考にしてください。

通常、アクティブな POP接続では、サーバーリソースと帯域幅について、アクティブな
IMAP接続よりもはるかに厳しい要件が求められます。これは、POP接続が継続的に
メッセージをダウンロードしている間、IMAP接続はほとんどずっとアイドル状態だから
です。POPのセッション数は、少なくすることをお勧めします。逆に言えば、POP接続
は電子メールのダウンロードに要する時間しか継続しないため、アクティブな POPユー
ザーはその時間のほんの数パーセントしか接続できません。これに対し、IMAP接続は一
連のメールチェックの間ずっと接続状態です。

パフォーマンスパラメータ
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プロセス当たりのスレッド数
複数のプロセスをサポートするだけでなく、Messaging Serverではタスクを複数のス
レッドに分配することにより、さらにパフォーマンスを向上させています。サーバーが
スレッドを使用すると、処理中のコマンドがほかのコマンドの実行を妨げることがなく
なるため、実行効率が向上します。スレッドは、設定した最大数の範囲内で、コマンド
の実行中に、必要に応じて作成され破棄されます。

同時に実行されるスレッドが多いほど、より多くのクライアント要求を遅延なく処理す
ることができます。そのためより多くのクライアントに迅速にサービスを提供できま
す。ただし、スレッド間のディスパッチがパフォーマンスオーバーヘッドになるため、
実際にサーバーが使用できるスレッド数には限界があります。

POP、IMAP、およびHTTPのプロセス当たりの最大スレッド数は、デフォルトで 250で
す。IMAPおよびHTTPのデフォルトの接続数が POPのデフォルト値より大きいにもかか
わらず、同じ数値になります。同じ最大スレッド数で、より多くの IMAPおよびHTTP接
続が、より少なく、ただし頻度の高い POP接続と同じくらい効率よく処理されると考え
られます。用途によっては最適とされる設定が異なることがありますが、これらのデ
フォルト値は十分高いため、設定値を大きくする必要はおそらくありません。通常、こ
れらのデフォルト値で十分なパフォーマンスが得られます。

アイドル接続を切断する
応答のないクライアントへの接続に使用されているシステムリソースを回復するため
に、IMAP4、POP3、およびHTTPプロトコルは、一定の時間が過ぎたアイドル接続を
サーバーが一方的に切断することを許可します。

それぞれのプロトコル仕様により、サーバーはアイドル接続を指定されている最小時間
オープンにしておくことが要求されます。最低時間のデフォルト値は POPが 10分、
IMAPが 30分、HTTPが 3分です。アイドル時間を増やしてデフォルト値を増やすことは
できますが、それ以下に減らすことはできません。

POPまたは IMAP接続が切断されると、ユーザーは新たに接続するときに再び認証する
必要があります。これに対し、HTTP接続が切断された場合は、HTTPセッションがオー
プンにされたままなので、再認証の必要はありません。HTTPセッションのセキュリ
ティーの詳細については、645ページの「HTTPのセキュリティーについて」を参照して
ください。

POPのアイドル接続は、通常クライアントが応答できない何らかの問題 (クラッシュやハ
ングアップするなど)により起こります。一方、IMAPアイドル接続は正常な状態で発生
します。IMAPユーザーが接続を一方的に切断されないようにするため、IMAPクライア
ントは通常 30分以下の一定間隔で IMAPサーバーにコマンドを送信します。

パフォーマンスパラメータ
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HTTPクライアントをログアウトする
HTTPセッションは複数の接続にわたって維持されます。HTTPクライアントは、接続が
切断されてもログアウトされません。ただし、HTTPセッションが指定された時間以上ア
イドル状態であると、サーバーはHTTPセッションを自動的に切断し、クライアントは
ログアウトされます (デフォルト値は 2時間)。セッションが切断されると、クライアント
のセッション IDが無効になり、クライアントは新たにセッションを確立するために、再
び認証しなければなりません。HTTPのセキュリティーおよびセッション IDの詳細につ
いては、645ページの「HTTPのセキュリティーについて」を参照してください。

クライアントアクセスの制御
Messaging Serverにはアクセス制御機能があり、POP、IMAP、またはHTTPメッセージン
グサービス (および SMTP)にアクセスできるクライアントを決定することができます。さ
まざまな条件に基づき、クライアントのアクセスを許可または拒否する柔軟性のあるア
クセスフィルタを作成できます。

クライアントアクセスの制御は、Messaging Serverに備わっている重要なセキュリティー
機能です。クライアントアクセスの制御フィルタの作成と使用法の例については、665
ページの「POP、IMAP、およびHTTPサービスへのクライアントアクセスを構成する」
および 679ページの「SMTPサービスへのクライアントアクセスを構成する」を参照して
ください。

POPサービスを設定するには
configutilコマンドまたは SunONEConsoleを使用して、Messaging Server POPサービスの
基本設定を行うことができます。この章では、一般的な POPサービスのオプションにつ
いて説明します。完全なリストは、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「configutil Parameters」にあります。

詳細は、以下を参照してください。

� 134ページの「サービスの有効化と無効化」
� 136ページの「POPクライアントのログイン区切りを設定するには」
� 134ページの「ポート番号を指定する」
� 139ページの「プロセス当たりの接続数」
� 140ページの「アイドル接続を切断する」
� 140ページの「プロセス当たりのスレッド数」
� 138ページの「プロセス数」

POPサービスを設定するには
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� コンソールを使用してPOPサービスを設定するに
は

構成を行うMessaging Serverを SunONEConsoleから開きます。

「設定」タブをクリックし、左ペインで「サービス」フォルダを開きます。

「POP」を選択します。

右ペインで「システム」タブをクリックします。

サービスを有効にするには、「次のポートでPOPサービスを有効」チェックボックスを
オンにし、ポート番号を指定します。

接続設定を次のように指定します。

� プロセス当たりの最大ネットワーク接続数を設定します。詳細は、139ページの「プ
ロセス当たりの接続数」を参照してください。

� 接続の最大アイドル時間を設定します。詳細は、140ページの「アイドル接続を切断
する」を参照してください。

プロセス設定を次のように指定します。

� プロセス当たりの最大スレッド数を設定します。詳細は、140ページの「プロセス当
たりのスレッド数」を参照してください。

� 最大プロセス数を設定します。詳細は、138ページの「プロセス数」を参照してくだ
さい。

必要に応じて、POPサービスの見出しフィールドにサービスの見出しを指定します。

「保存」をクリックします。

注 –POPサービスの場合は、パスワードに基づくログインが自動的に有効になります。

コマンド行:次に示すように、コマンド行から POP属性の値を設定できます。

POPサービスを有効または無効にする

configutil -o service.pop.enable -v [ yes | no ]

ポート番号を指定する

configutil -o service.pop.port -v number

プロセス当たりの最大ネットワーク接続数を設定する

configutil -o service.pop.maxsessions -v number
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接続の最大アイドル時間を設定する

configutil -o service.pop.idletimeout -v number

プロセス当たりの最大スレッド数を設定する

configutil -o service.pop.maxthreads -v number

最大プロセス数を設定する

configutil -o service.pop.numprocesses -v number

SSLを使用した POPを有効にする

configutil -o service.pop.enablesslport -v 1

configutil -o service.pop.sslport -v 995

SSLが正しく設定されている場合、TLSもサポートされます。

プロトコルにようこそ見出しを指定する

configutil -o service.pop.banner -v banner

IMAPサービスを設定するには
configutilコマンドまたは SunONEConsoleを使用して、Messaging Server IMAPサービス
の基本設定を行うことができます。この節では、一般的な IMAPサービスのオプション
について説明します。完全なリストは、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の第 3章「Messaging Server Configuration」にあります。詳細
は、以下を参照してください。

� 134ページの「サービスの有効化と無効化」
� 134ページの「ポート番号を指定する」
� 137ページの「パスワードに基づくログイン」
� 139ページの「プロセス当たりの接続数」
� 140ページの「アイドル接続を切断する」
� 140ページの「プロセス当たりのスレッド数」
� 138ページの「プロセス数」

� コンソールを使用して IMAPサービスを設定する
には

構成を行うMessaging Serverを SunONEConsoleから開きます。

「設定」タブをクリックし、左ペインで「サービス」フォルダを開きます。

「IMAP」を選択します。
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右ペインで「システム」タブをクリックします。

サービスを有効にするには、「次のポートで IMAPサービスを有効化」チェックボックス
をオンにし、ポート番号を指定します。

必要に応じて、パスワードに基づくログインを有効にします。

接続設定を次のように指定します。

� プロセス当たりの最大ネットワーク接続数を設定します。詳細は、139ページの「プ
ロセス当たりの接続数」を参照してください。

� 接続の最大アイドル時間を設定します。詳細は、140ページの「アイドル接続を切断
する」を参照してください。

プロセス設定を次のように指定します。

� プロセス当たりの最大スレッド数を設定します。詳細は、140ページの「プロセス当
たりのスレッド数」を参照してください。

� 最大プロセス数を設定します。詳細は、138ページの「プロセス数」を参照してくだ
さい。

必要に応じて、IMAPサービス見出しフィールドにサービスの見出しを指定します。

「保存」をクリックします。

コマンド行:次に示すように、コマンド行から IMAP属性の値を設定できます。

IMAPサービスを有効または無効にする

configutil -o service.imap.enable -v [ yes | no ]

ポート番号を指定する

configutil -o service.imap.port -v number

「SSLを使用した IMAP」用に別のポートを有効にする

configutil -o service.imap.enablesslport -v [ yes | no ]

「SSLを使用した IMAP」のポート番号を指定する

configutil -o service.imap.sslport -v number

IMAPサービスでパスワードログインを有効または無効にする

configutil -o service.imap.plaintextmincipher -v value

valueは次のいずれかになります。

-1 -パスワードログインを無効にする

0 -暗号なしのパスワードログインを有効にする

40 -パスワードログインを有効にし、暗号の強さを指定する
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128 -パスワードログインを有効にし、暗号の強さを指定する

プロセス当たりの最大ネットワーク接続数を設定する

configutil -o service.imap.maxsessions -v number

接続の最大アイドル時間を設定する

configutil -o service.imap.idletimeout -v number

プロセス当たりの最大スレッド数を設定する

configutil -o service.imap.maxthreads -v number

最大プロセス数を設定する

configutil -o service.imap.numprocesses -v number

プロトコルにようこそ見出しを指定する

configutil -o service.imap.banner -v banner

HTTPサービスを設定するには
POPおよび IMAPクライアントは、ルーティングまたは配信するために、メールを直接
Messaging ServerのMTAに送信します。これに対し、HTTPクライアントは、メールを
Messaging Serverの一部である特殊なWebサーバーに送信します。その後、HTTPサービ
スは、図 5–1に示すように、ルーティングまたは配信するために、メッセージをローカ
ルのMTAまたはリモートMTAに送信します。Messaging ServerをWebベースの電子メー
ル用にのみ使用する場合、POPと IMAPを無効にする必要があります。

HTTPサービスを設定するには
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図 5–1HTTPサービスのコンポーネント

HTTP設定パラメータの多くは、POPおよび IMAPサービスで提供されるパラメータに似
ています。これらには、接続設定とプロセス設定のパラメータが含まれています。この
節では、一般的なHTTPサービスのオプションについて説明します。完全なリストは、
『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「configutil
Parameters」にあります。詳細は、以下を参照してください。

� 134ページの「サービスの有効化と無効化」
� 134ページの「ポート番号を指定する」
� 137ページの「パスワードに基づくログイン」
� 139ページの「プロセス当たりの接続数」
� 140ページの「アイドル接続を切断する」
� 141ページの「HTTPクライアントをログアウトする」
� 140ページの「プロセス当たりのスレッド数」
� 138ページの「プロセス数」

HTTPサービスを設定するには
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パラメータの中には、メッセージ設定やMTA設定など、HTTPサービスに特有なものも
あります。

メッセージ設定:HTTPクライアントが添付ファイル付きのメッセージを構成すると、添
付ファイルはサーバーにアップロードされファイルに保存されます。ルーティングまた
は配信するためにメッセージをMTAに送信する前に、HTTPサービスは添付ファイルを
取得し、メッセージを構成します。この場合、デフォルトの添付スプールディレクトリ
を使用するか、または代わりのディレクトリを指定することができます。また、添付
ファイルの最大サイズを指定することもできます。

MTA設定:デフォルトでは、HTTPサービスは送信WebメールをローカルのMTAに送信
してルーティングまたは配信します。サイトがホストサービスで、ほとんどの受取人が
ローカルホストマシンと同じドメインではない場合には、メールをリモートMTAに送信
するようにHTTPサービスを設定できます。WebメールをリモートMTAに送信するに
は、リモートホスト名およびリモートホストの SMTPポート番号を指定する必要があり
ます。

� HTTPサービスを設定するには
構成を行うMessaging Serverを SunONEConsoleから開きます。

「設定」タブをクリックし、左ペインで「サービス」フォルダを開きます。

「HTTP」を選択します。

右ペインで「システム」タブをクリックします。

サービスを有効にするには、「次のポートでHTTPサービスを有効」チェックボックスを
オンにし、ポート番号を指定します。

必要に応じて、パスワードに基づくログインを有効にします。

接続設定を次のように指定します。

� プロセス当たりの最大ネットワーク接続数を設定します。詳細は、139ページの「プ
ロセス当たりの接続数」を参照してください。

� 接続の最大アイドル時間を設定します。詳細は、140ページの「アイドル接続を切断
する」を参照してください。

� クライアントセッションの最大アイドル時間を設定します。詳細は、141ページ
の「HTTPクライアントをログアウトする」を参照してください。

プロセス設定を次のように指定します。

� プロセス当たりの最大スレッド数を設定します。詳細は、140ページの「プロセス当
たりのスレッド数」を参照してください。
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� 最大プロセス数を設定します。詳細は、138ページの「プロセス数」を参照してくだ
さい。

メッセージ設定を次のように指定します。

� 必要に応じて、添付スプールディレクトリを指定します。

� 必要に応じて、送信メールの最大サイズを指定します。このサイズは base64でエン
コードされたすべての添付ファイルが含まれること、および base64でエンコードする
には容量が 33%多く必要になることに注意してください。このため、コンソールでの
5Mバイトの容量制限を考慮すると 1つのメッセージと添付ファイルの最大サイズは
3.75Mバイトになります。

HTTPクライアントが添付ファイル付きのメッセージを構成すると、添付ファイルは
サーバーにアップロードされファイルに保存されます。ルーティングまたは配信する
ためにメッセージをMTAに送信する前に、HTTPサービスは添付ファイルを取得し、
メッセージを構成します。この場合、デフォルトの添付スプールディレクトリを使用
するか、または代わりのディレクトリを指定することができます。また、添付ファイ
ルの最大サイズを指定することもできます。

MTA設定を次のように指定します。

� 必要に応じて、代わりのMTAホスト名を指定します。
� 必要に応じて、代わりのMTAポートを指定します。

デフォルトでは、HTTPサービスは送信WebメールをローカルのMTAに送信して
ルーティングまたは配信します。サイトがホストサービスで、ほとんどの受取人が
ローカルホストマシンと同じドメインではない場合には、メールをリモートMTAに
送信するようにHTTPサービスを設定できます。WebメールをリモートMTAに送信
するには、リモートホスト名およびリモートホストの SMTPポート番号を指定する必
要があります。

「保存」をクリックします。

コマンド行:次に示すように、コマンド行からHTTP属性の値を設定できます。

HTTPサービスを有効または無効にする

configutil -o service.http.enable -v [ yes | no ]

ポート番号を指定する

configutil -o service.http.port -v number

「SSLを使用したHTTP」用に別のポートを有効にする

configutil -o service.http.enablesslport -v [ yes | no ]

「SSLを使用したHTTP」にポート番号を指定する

configutil -o service.http.sslport -v number

パスワードログインを有効または無効にする

9

10

11

HTTPサービスを設定するには
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configutil -o service.http.plaintextmincipher -v value

valueは次のいずれかになります。

-1 -パスワードログインを無効にする

0 -暗号なしのパスワードログインを有効にする

40 -パスワードログインを有効にし、暗号の強さを指定する

128 -パスワードログインを有効にし、暗号の強さを指定する

プロセス当たりの最大ネットワーク接続数を設定する

configutil -o service.http.maxsessions -v number

接続の最大アイドル時間を設定する

configutil -o service.http.idletimeout -v number

クライアントセッションの最大アイドル時間を設定する

configutil -o service.http.sessiontimeout -v number

プロセス当たりの最大スレッド数を設定する

configutil -o service.http.maxthreads -v number

最大プロセス数を設定する

configutil -o service.http.numprocesses -v number

クライアントの送信メールに対する添付スプールディレクトリを指定する

configutil -o service.http.spooldir -v dirpath

メッセージの最大サイズを指定する

configutil -o service.http.maxmessagesize -v size

sizeはバイト単位です。このサイズは base64でエンコードされたすべての添付ファイルが
含まれること、および base64でエンコードするには容量が 33%多く必要になることに注
意してください。このため、コンソールでの 5Mバイトの容量制限を考慮すると 1つの
メッセージと添付ファイルの最大サイズは 3.75Mバイトになります。

代わりのMTAホスト名を指定する

configutil -o service.http.smtphost -v hostname

代わりのMTAホスト名のポート番号を指定する

configutil -o service.http.smtpport -v portnum

HTTPサービスを設定するには
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シングルサインオン (SSO)の有効化

シングルサインオンとは、エンドユーザーからの 1回の認証 (つまり、ユーザー IDとパ
スワードを使用したログイン)に対し、複数のアプリケーションへのアクセス権を付与す
る機能のことです。Sun Java SystemAccessManager (旧称 Identity Server)は、Sun Java System
サーバーの SSOに使用される正規のゲートウェイです。SSOが設定されたほかのサー
バーにアクセスするには、AccessManagerにログインする必要があります。

たとえば、設定が適切なら、ユーザーは Sun Java SystemAccessManagerのログイン画面で
サインインでき、再度サインインすることなく別のウィンドウでMessenger Expressにア
クセスできます。同様に、Sun Java SystemCalendar Serverの設定が適切なら、ユーザーは
Sun Java SystemAccessManagerのログイン画面でサインインでき、その後、再度サインイ
ンすることなく別のウィンドウでCalendar Serverにアクセスできます。

Messaging Serverには、SSOを配備する方法が 2つあります。1つは Sun Java SystemAccess
Managerを使用する方法、もう 1つは通信サーバーの信頼できるサークル技術を使用する
方法です。信頼できるサークルを使用することは、SSOの実装方法として長く採用され
てきました。信頼できるサークルにはAccessManager SSOでは使用できない機能もありま
すが、今後の開発ではAccessManagerに照準が合わせられるため、この方法を使用するこ
とはお勧めしません。ただし、この章では、次の節で両方の方法について説明します。

� 151ページの「Sun Java Systemサーバー用のAccessManager SSO」
� 154ページの「信頼できるサークル SSO (従来システム)」

Sun Java Systemサーバー用のAccessManager SSO
この節では、AccessManagerを使用する SSOについて説明します。この章には、次の節が
あります。

� 152ページの「SSOの制限事項と注意事項」
� 152ページの「Messaging Serverを設定して SSOをサポートする」
� 153ページの「SSOのトラブルシューティング」
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SSOの制限事項と注意事項
� Messenger Expressセッションは、AccessManagerセッションが有効な場合に限り有効
です。ユーザーがAccessManagerからログアウトした場合、Webメールセッションは
自動的に終了します (シングルサインオフ)。

� 同時に実行される SSOアプリケーションは、同一DNSドメインに存在する必要があ
ります。(cookieドメインとも呼ばれる)。

� SSOアプリケーションには、AccessManagerの確認URL (ネーミングサービス)へのア
クセス権が与えられている必要があります。

� ブラウザには cookieが必要です。

Messaging Serverを設定して SSOをサポートする
Messaging Server SSOは、4つの configutilパラメータによってサポートされます。4つの
パラメータのうち、Messaging Serverで SSOを有効にするには、
local.webmail.sso.amnamingurlの 1つのみが必要とされます。SSOを有効にするには、
このパラメータを、AccessManagerがネーミングサービスを実行しているURLに設定し
ます。通常、このURLは http://server/amserver/namingserviceとなります。次に例を示しま
す。

configutil -o local.webmail.sso.amnamingurl -v

http://sca-walnut:88/amserver/namingservice

注 –AccessManager SSOは、古い SSOメカニズムを有効にする local.webmail.sso.enable

を確認しません。local.webmail.sso.enableは offのままにしておくか、解除してくださ
い。これ以外の設定では、古い SSOメカニズムに必要とされる存在しない設定パラメー
タについての警告メッセージが記録されます。

表 6–3で示されている SSOの設定パラメータは configutilコマンドを使用して変更でき
ます。

表 6–1AccessManagerのシングルサインオンパラメータ

パラメータ 説明

local.webmail.sso.amnamingurl AccessManagerがネーミングサービスを実行するURLです。Access
Managerを使用するシングルサインオンに必須の変数です。通常、この
URLは http://server/amserver/namingserviceです。

デフォルト:設定なし。

Sun Java Systemサーバー用のAccessManager SSO
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表 6–1AccessManagerのシングルサインオンパラメータ (続き)
パラメータ 説明

local.webmail.sso.amcookiename AccessManagerの cookie名です。デフォルトでは、AccessManagerの
セッションハンドルは iPlanetDirectoryProという cookieに保存されま
す。AccessManagerが別の cookie名を使用するように設定されている場
合は、その名前をMessaging Serverのこのパラメータに設定する必要が
あります。これによって、Messaging Serverでシングルサインオンを処理
する場合の検索対象を指定できます。ISがデフォルト設定の場合は、デ
フォルト値はそのままにしておく必要があります。

デフォルト: iPlanetDirectoryPro

local.webmail.sso.amloglevel AMSDKログレベルです。Messaging Serverで使用される SSOライブラリ
には、Messaging Serverとは別の独自のロギングメカニズムがあります。
SSOライブラリのメッセージは、msg_svr_base/logの下にある http_sso

と呼ばれるファイルに記録されます。デフォルトでは、info以上の
メッセージのみが記録されますが、ログレベルを 1～ 5の値 (1 = errors、
2 =warnings、3 = info、4 = debug、5 =maxdebug)に設定することで、ログ
レベルを上げることは可能です。ライブラリでのメッセージの重要性の
概念はMessaging Serverと異なること、また、レベルを debugに設定する
と無意味なデータが大量に記録されることに注意してください。さら
に、http_ssoログファイルは、共通のMessaging Serverログコードで管
理されないこと、クリーンアップされたりロールオーバーされたりする
ことがないことにも注意してください。デフォルトよりも高いログレベ
ルに設定した場合は、システム管理者の責任でクリーンアップを行いま
す。

デフォルト: 3

local.webmail.sso.singlesignoff Messaging ServerからAccessManagerへのシングルサインオフです。
AccessManagerは中央の認証オーソリティーであるため、シングルサイ
ンオフは常にAccessManagerからMessaging Serverの順で有効になりま
す。このオプションを使用すると、サイトでWebメールの logoutボタン
によってAccessManagerからもユーザーを (カスタマイズ作業を保存し
て)ログアウトするかどうか設定できます。デフォルトでは、このオプ
ションは有効になっています。このオプションを無効にした場合、デ
フォルトのWebメールクライアントからログアウトしたユーザーは自動
的に再度ログインされます。ログアウトはルートドキュメントを参照
し、ルートドキュメントはAccessManager cookieが存在していてそれが
有効である限り受信箱画面を参照するためです。したがって、このオプ
ションを無効に設定したサイトでは、Webメールのログアウト時に発生
するアクションをカスタマイズする必要があります。

デフォルト:はい

SSOのトラブルシューティング
SSOに関して問題がある場合は、まずWebメールのログファイルmsg_svr_base/log/http
でエラーをチェックする必要があります。ログレベルを上げると作業がしやすくなりま

Sun Java Systemサーバー用のAccessManager SSO
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す (configutil -o logfile.http.loglevel -v debug)。これで解決しない場合は、
msg_svr_base/log/http_ssoの amsdkメッセージをチェックしてから、amsdkログレベルを
上げてください (configutil -o local.webmail.sso.amloglevel -v 5)。サーバーを再起動
しないとログレベルの変更が反映されないことに注意してください。

SSOの問題が解決しない場合は、AccessManagerとMessaging Serverの両方について、完
全修飾ホスト名をログイン時に使用していることを確認してください。cookieは同一ド
メインのサーバー間でのみ共有され、ブラウザはローカルサーバー名に使われるドメイ
ンを認識していないため、ブラウザで完全修飾ホスト名を使用しないと SSOは機能しま
せん。

信頼できるサークル SSO (従来システム)
この節では、信頼できるサークル SSOについて説明します。この方法による SSOを使用
することはお勧めしません。今後の開発ではAccessManagerに照準が合わせられるためで
す。ただし、現時点では、信頼できるサークル SSOでは使用可能で、AccessManager SSO
では使用不可な機能もあります。この節には、次の項があります。

� 154ページの「信頼できるサークル SSOの概要と定義」
� 155ページの「信頼できるサークル SSOアプリケーション」
� 155ページの「信頼できるサークル SSOの制限事項」
� 156ページの「信頼できるサークル SSO配備の例」
� 157ページの「信頼できるサークル SSOの設定」
� 161ページの「Messenger Express信頼 SSO設定のパラメータ」

信頼できるサークル SSOの概要と定義
SSOの配備に先立ち、次の用語を理解しておくことは重要です。

� SSO:シングルサインオン。1つのアプリケーションにサインインするとほかのアプリ
ケーションにもアクセスできること。ユーザー IDはすべてのアプリケーションにお
いて同じです。

� 信頼できるアプリケーション: SSOスキーム (SSOプレフィックス)を共有し、互いの
cookieと確認を信頼し合うアプリケーション群。ピア SSOアプリケーションとも呼ば
れます。

� 信頼できるサークル:信頼できるアプリケーションのグループ。同一の SSOプレ
フィックスを共有します。

� SSOプレフィックス: SSOを配備する担当者によって定義され、アプリケーションで認
識されている文字列。同一の信頼できるサークル内に存在するほかのアプリケー
ションで生成された cookieの検出に使用されます。異なるプレフィックスを持つアプ
リケーションは同一サークル内に存在しないため、このようなアプリケーション間を
移動する場合、ユーザーは再認証する必要があります。構成設定でプレフィックスに
は最後に「-」が付く場合があります。

信頼できるサークル SSO (従来システム)
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� アプリケーション ID (appid): SSOを配備する担当者によって SSOサークル内の各アプ
リケーションに定義された一意の文字列。

� SSO cookie:ユーザーがあるアプリケーションで認証済みであることをブラウザが記憶
するために使用されるトークン。cookie名は、SSO_prefix-application IDという形式を
とります。cookieの値は SSOキーであり、通常、アプリケーションによって生成され
るセッション IDとなります。

� cookieドメイン:アプリケーションが cookieの送信を制限されているドメイン。これは
DNSで意味するところのドメインです。

� 確認URL:あるアプリケーションによって cookieの確認に使用され、別のアプリケー
ションによって検出されるURL。

信頼できるサークル SSOアプリケーション
SSOを実装する前に、信頼できるサークルに含めるアプリケーションを考慮する必要が
あります。信頼できるサークルに含めることのできるアプリケーションは、Messenger
Express (Messenger ExpressMultiplexorが付属された、または付属されていない)、Calendar
Express、および旧バージョンのメッセージング用 iPlanet DelegatedAdministrator (Sun
LDAP Schema 1しかサポートしないので推奨しない)です。

表 6–2に、SSOを介して互いにアクセス可能なアプリケーションを示します。ユーザーの
視点でとらえると、行見出しで示されているアプリケーションのいずれかにログイン
し、ユーザー IDとパスワードを再入力せずに列見出しで示されているアプリケーション
にアクセスできた場合、SSOは機能します。

表 6–2SSOの相互運用性

アクセス先:

アクセス元: Calendar Express Messenger Express
Messenger Express
Multiplexor

Delegated
Administrator

Calendar Express SSO SSO SSO SSO

Messenger Express SSO なし なし SSO

Messenger Express
Multiplexor

SSO なし なし SSO

DelegatedAdministrator SSO SSO SSO なし

信頼できるサークル SSOの制限事項
� 同時に実行される SSOアプリケーションは、同一ドメインに存在する必要がありま
す。

� SSOアプリケーション群には、互いの SSOの確認URLへのアクセス権が与えられてい
る必要があります。

� ブラウザは cookieをサポートしている必要があります。

信頼できるサークル SSO (従来システム)
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� セキュリティーのためには、ブラウザが実行されている共有マシン上で SSOを使用し
ないでください。

� 別の IDに切り替えるには、ブラウザを再起動する必要があります。
� Messenger Expressと Sun Java SystemCalendar Serverの両方でシングルサインオフが有効
になっている場合に Sun Java SystemCalendar Serverからログアウトすると、本来なら
ばMessenger Expressには再度ログインする必要があります。Messenger Expressからロ
グアウトすると、Sun Java SystemCalendar Serverに再度ログインする必要があります。
ただし、現在のところこのように機能しません。一方をログアウトしても、もう一方
ではログインされたままの場合があります。

信頼できるサークル SSO配備の例
もっとも単純な SSO配備の場合、Messenger ExpressとDelegatedAdministratorのみが使用
されます。これより複雑な場合は、Calendar Express (同一マシン上または別のマシン上)
が追加されます。追加するには、同一の信頼できるサークル内に存在できるように、同
一の SSOプレフィックスを使用します。図 6–1はこのことを示しています。

図 6–1単純な SSO配備

さらに複雑な配備では、Messenger ExpressMultiplexorsおよびロードバランサが追加され
ます。

信頼できるサークル SSO (従来システム)
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図 6–2複雑な SSO配備

信頼できるサークル SSOの設定
この節では、Messenger Express、DelegatedAdministrator、およびCalendarManager用の
SSOの設定について説明します。

� Messenger Express、DelegatedAdministrator、およびCalendar
Manager用の SSOを設定するには

Messenger Expressに SSOの設定をします。

a. 適切な SSO configutilパラメータを設定します。

Messenger ExpressでDelegatedAdministratorとのシングルサインオンを有効にするに
は、次のように各パラメータを設定します (デフォルトのドメインは siroe.comと仮

1
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定)。パラメータの詳細については、表 6–3を参照してください。設定を行うにはルー
トユーザーである必要があります。cdで instance_rootに移動します。
configutil -o local.webmail.sso.enable -v 1

configutil -o local.webmail.sso.prefix -v ssogrp1

ssogrp1は iDAで使用されるデフォルトの SSOプレフィックスです。別のプレ
フィックスを選択することもできますが、デフォルトを使用すると iDAや iCSを設定
するときにプレフィックスを入力せずに済みます。

configutil -o local.webmail.sso.id -v ims5

ims5はMessenger Express (ME)をほかのアプリケーションから識別するために付ける名
前です。

configutil -o local.webmail.sso.cookiedomain -v “.siroe.com”

上記のドメインは、ME/ブラウザクライアントでサーバーとの接続に使用されるドメ
インと一致する必要があります。したがって、このサーバー上のホストしているドメ
インが xyz.comと呼ばれている場合でも、DNSにある実際のドメインを使用する必要
があります。この値はピリオドで始まります。

configutil -o local.webmail.sso.singlesignoff -v 1

configutil -o local.sso.ApplicationID.verifyurl -v \

"http://ApplicationHost:port/VerifySSO?"

ApplicationIDは SSOアプリケーションに付ける名前です (例: DelegatedAdministratorに
は ida、Calendar Serverには ics50など)。ApplicationHost:portは、アプリケーションの
ホストとポート番号です。Messaging Server以外の各アプリケーションごとに、これら
の行のいずれかがあります。次に例を示します。

configutil -o local.sso.ida.verifyurl -v \

"http://siroe.com:8080/VerifySSO?"

b. 設定を変更後、Messenger Express httpサーバーを再起動します。
cd instance_root./stop-msg http

./start-msg http

Directory Serverの SSOを設定します。

a. ディレクトリでプロキシユーザーアカウントを作成します。
プロキシユーザーアカウントを使って、DelegatedAdministratorはプロキシ認証を行う
ためにDirectory Serverにバインドできます。次の LDIFコード (proxy.ldif)を使って、
ldapaddを使うプロキシユーザーアカウントのエントリを作成できます。

ldapadd -h mysystem.siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w password -v -f

proxy.ldif

dn: uid=proxy, ou=people, o=siroe.com, o=isp

objectclass: top

2
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objectclass: person

objectclass: organizationalperson

objectclass: inetorgperson

uid: proxy

givenname: Proxy

sn: Auth

cn: Proxy Auth

userpassword: proxypassword

b. プロキシユーザーアカウント認証に適切なACIを作成します。

ldapmodifyユーティリティーを使用して、DelegatedAdministratorのインストール時に
作成した各サフィックスのACIを作成します。

osiroot -ユーザーデータを保存するために入力したサフィックス (デフォルトは
o=isp)。osirootは組織ツリーのルートです。

dcroot -ドメイン情報を保存するために入力したサフィックス (デフォルトは
o=internet)。

osiroot -設定情報を保存するために入力したサフィックス。これはユーザーデータを
保存するために入力した値と同一になります。

次に、先に作成したプロキシユーザーの osirootのACIエントリ (aci1.ldif)の例を示
します。

dn: o=isp

changetype: modify

add: aci

aci: (target="ldap:///o=isp")(targetattr="*")(version 3.0; acl

"proxy";allow (proxy) userdn="ldap:///uid=proxy, ou=people,

o=siroe.com, o=isp";)

ldapmodify -h siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w password -v

-f aci1.ldif

dcrootに同様のACIエントリ (aci2.ldif)を作成します。

dn: o=internet

changetype: modify

add: aci

aci: (target="ldap:///o=internet")(targetattr="*")(version 3.0; acl

"proxy";allow (proxy) userdn="ldap:///uid=proxy, ou=people,

o=siroe.com, o=isp";)

ldapmodify -h siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w password -v

-f aci2.ldif

信頼できるサークル SSO (従来システム)
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DelegatedAdministratorを設定します。

a. プロキシユーザー証明書およびコンテキストの cookie名をDelegatedAdministrator
resource.propertiesファイルに追加します。

DelegatedAdministratorの resource.propertiesファイルの次のエントリのコメントを
解除し、修正します。

LDAPDatabaseInterface-ldapauthdn=Proxy_Auth_DN
LDAPDatabaseInterface-ldapauthpw=Proxy_Auth_Password
NDAAuth-singleSignOnId=SSO_Prefix-
NDAAuth-applicationId=DelAdminID

次に例を示します。

LDAPDatabaseInterface-ldapauthdn= uid=proxy,ou=people,o=cesta.com,o=isp

LDAPDatabaseInterface-ldapauthpw=proxypassword

NDAAuth-singleSignOnId=ssogrp1-

NDAAuth-applicationId=ida

resource.propertiesファイルは、次の場所に保存されています。

iDA_svr_base/nda/classes/netscape/nda/servlet/

b. 対象となるサーバーの確認URLを追加します。

受け取るシングルサインオン cookieを確認するには、DelegatedAdministratorにその連
絡先を指定しておく必要があります。対象となるすべてのサーバーに、確認URLを指
定します。

次の例では、Messenger Expressがインストールされており、そのアプリケーション ID
が msg5であると仮定しています。DelegatedAdministratorの resource.properties

ファイルを編集し、以下のようなエントリを追加します。

verificationurl-ssogrp1-msg5=http://webmail_hostname:port/VerifySSO?
verificationurl-ssogrp1-ida=http://iDA_hostname:port/VerifySSO?
verificationurl-ssogrp1-ics50=http://iCS_hostname:port/VerifySSO?

resource.propertiesファイルは、次のディレクトリにあります。

iDA_svr_base/nda/classes/netscape/nda/servlet/

DelegatedAdministratorのシングルサインオン cookie情報を追加し、UTF8パラメータエン
コーディングを有効にします。

a. DelegatedAdministratorのコンテキスト識別子を定義します。

servlets.propertiesファイルを編集し、servlet.*.context=ims50というテキストを
含んでいるすべての行のコメントを解除します。 *は任意の文字列を示しています。

servlets.propertiesファイルは、次の場所にあります。

Web_Svr_Base/https-instancename/config/

3
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b. Enterprise Server設定のコンテキストの cookie名を指定します。
Enterprise Serverの contexts.propertiesファイルを編集し、ファイルの下部の
#IDACONF-Start行の前に次の行を追加します。

context.ims50.sessionCookie=ssogrp1-ida

contexts.propertiesファイルは、次の場所にあります。

Web_Svr_Base/https-instancename/config/

c. ims5コンテキストのUTF8パラメータエンコーディングを有効にします。
Enterprise Server設定の ims5コンテキストのUTF8パラメータエンコーディングを有効
にするには、Enterprise Serverの contexts.propertiesファイルに次のエントリを追加
します。

context.ims50.parameterEncoding=utf8

Messenger Expressを再起動します。
手順 1a～ 2cの説明に従って設定を変更したら、その変更内容が反映されるように
Messenger Expressを再起動します。
Web_Svr_Base/https-instance_name/stop
Web_Svr_Base/https-instancename/start

SSOグループにCalendarを配備している場合は、Calendar Serverを設定します。
ics.confを編集し、次を追加します。

sso.appid = "ics50"

sso.appprefix = "ssogrp1"

sso.cookiedomain = ".red.iplanet.com"

sso.enable = "1"

sso.singlesignoff = "true"

sso.userdomain = "mysystem.red.iplanet.com"

sso.ims5.url="http://mysystem.red.iplanet.com:80/VerifySSO?"

sso.ida.url=http://mysystem.red.iplanet.com:8080/VerifySSO?

Calendar Serverを再起動します。
start-cal

Messenger Express httpサーバーを再起動します。
msg_svr_base/sbin/stop-msg http

msg_svr_base/sbin/start-msg http

Messenger Express信頼 SSO設定のパラメータ
Messenger Expressのシングルサインオン設定パラメータは、configutilコマンドを使用し
て変更できます。161ページの「Messenger Express信頼 SSO設定のパラメータ」に、パラ

5
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メータを示します。configutilの詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してください。

表 6–3信頼できるサークルのシングルサインオンパラメータ

パラメータ 説明

local.sso.appid .verifyurl ピア SSOアプリケーションの確認URL値を設定します。appidは、処理される
SSO cookieを生成するピア SSOアプリケーションのアプリケーション IDで
す。たとえば、DelegatedAdministratorのデフォルトの appidは nda45であり、
実際の値はDelegatedAdministratorの resource.propertiesファイルのエントリ
NDAAuth-applicationIDで指定されています。

信頼されている各ピア SSOアプリケーションに対し、1つのパラメータが定義
されている必要があります。確認URLの標準形は次のようになります。

http://nda-host:port/VerifySSO?

複数のMessenger ExpressMultiplexorと(Messenger Expressを実行している)
Message Storeサーバーの前で、またはCalendarフロントエンドの前でロード
バランサを使用する場合、各物理的システムに、異なる appidを verifyurlに
ある実際のホスト名とともに割り当ててください。これによって、cookieの確
認に正しいシステムが使用されます

local.webmail.sso.

cookiedomain

このパラメータの文字列値は、Messenger Express HTTPサーバーによって設定
されたすべての SSO cookieの cookieドメイン値を設定するために使用されま
す。デフォルト値は null (空白)です。

このドメインは、Messenger Expressブラウザでサーバーへのアクセスに使用さ
れるDNSドメインと一致する必要があります。ホストしているドメインの名
前ではありません。

local.webmail.sso.enable ログインページが取り込まれたときにクライアントが提示する SSO cookieを
受け入れ確認する機能、ログイン成功時にクライアントに SSO cookieを返す
機能、ほかの SSOパートナーからの要求に応答して独自の cookieを確認する
機能など、すべてのシングルサインオン機能を有効または無効にします。

ゼロ以外の値に設定した場合、サーバーはすべての SSO機能を実行します。

ゼロに設定した場合、サーバーはどの SSO機能も実行しません。

デフォルト値はゼロです。
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表 6–3信頼できるサークルのシングルサインオンパラメータ (続き)
パラメータ 説明

local.webmail.sso.id このパラメータの文字列値は、Messenger Express HTTPサーバーによって設定
された SSO cookieをフォーマットするときのアプリケーション IDとして使用
されます。デフォルト値は null (空白)です。

これは任意の文字列です。この値はDelegatedAdministratorの
resource.propertiesファイルに指定した値と一致する必要があります。
resource.propertiesでの対応するエントリは次のようになります。

Verifycationurl-XXX-YYY=http://webmailhost:

webmailport/VerifySSO?

XXXは、上記の local.webmail.sso.prefix値セット、YYYは、ここで設定され
る local.webmail.sso.idの値です。

local.webmail.sso.prefix このパラメータの文字列値は、Messenger Express HTTPサーバーによって設定
された SSO cookieをフォーマットするときのプレフィックスとして使用され
ます。このプレフィックスの付いた SSO cookieだけがサーバーによって認識
され、ほかの SSO cookieはすべて無視されます。

このパラメータの値が null (空白)の場合は、事実上、サーバー上のすべての
SSO機能が無効になります。

デフォルト値は null (空白)です。

この文字列は、DelegatedAdministratorの resource.propertiesファイルで使用
されている文字列から末尾に付いている「-」を除いたものと一致する必要が
あります。次に例を示します。

NDAAuth-singleSignOnID=ssogrp1-

この場合、ここで設定する値は ssogrp1です。

local.webmail.sso.

singlesignoff

このパラメータの整数値がゼロ以外に設定されている場合は、クライアント
がログアウトするときに、local.webmail.sso.prefixの値に一致するプレフィック
ス値を持つクライアント上の SSO cookieがすべて消去されます。

ゼロに設定されている場合は、クライアントがログアウトするときに、
Messenger Expressがその独自の SSO cookieを消去します。

デフォルト値はゼロです。
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マルチプレクササービスの設定および管
理

この章では、Messaging Serverに含まれる、標準メールプロトコル (POP、IMAPおよび
SMTP)対応のMessagingMultiplexor (MMP)およびMessenger ExpressWebインタフェース用
のMessenger ExpressMultiplexorの 2つのマルチプレクサについて説明します。

この章には、次の項目があります。

� 165ページの「マルチプレクササービス」
� 167ページの「MessagingMultiplexorについて」
� 172ページの「MessagingMultiplexorを設定する」
� 176ページの「SSLを使用するMMPを設定する」
� 181ページの「MMPのタスク」
� 182ページの「MessagingMultiplexorについて」

マルチプレクササービス
マルチプレクサは、複数のメールストアに間接的に接続する場合に使用する単一ドメイ
ン名を提供します。このため、複数のマシンを追加することにより多くのユーザーをサ
ポートできる水平スケーラビリティー機能の実現には欠かすことができません。また、
マルチプレクサにはセキュリティー上の利点もあります。

MMPはMessaging Serverで別途管理され、Messenger ExpressMultiplexorはMessage Store
andMessageAccessのインストールに含まれるHTTPサービス (mshttpd)に組み込まれま
す。

マルチプレクサの利点
負荷の大きいメッセージングサーバーでは、メッセージストアの容量が非常に大きくな
ることがあります。このような場合は、ユーザーメールボックスとユーザー接続を複数
のサーバーに振り分けると、容量を拡張し、パフォーマンスを向上させることができま
す。また、大容量の大型マルチプロセッサマシンを 1台使用するよりも、小さなサー
バーマシンを数台使う方が費用効率が高い場合があります。
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メールサーバーのインストールで複数のメッセージストアを使用する必要がある場合
は、マルチプレクサを使用すると便利です。ユーザーからメッセージストアへの接続が
間接的であること、および複数のメッセージングサーバー間でのユーザーアカウントの
再設定が簡単であることから、次のような利点が生まれます。

� ユーザー管理の簡易化

すべてのユーザーが 1台のサーバー (POP、IMAP、SMTP、Webアクセス用に別のマ
ルチプレクサマシンがある場合は複数台)に接続するので、電子メールクライアント
をあらかじめ設定しておき、すべてのユーザーに同一のログイン情報を配布すること
ができます。これにより管理タスクが簡易化され、間違ったログイン情報を配布する
可能性が減ります。

特に負荷が大きい状況では、同じ設定を使用して複数のマルチプレクササーバーを実
行し、DNSラウンドロビンや負荷分散システムによってこれらのマルチプレクササー
バーへの接続を管理することができます。

マルチプレクサは LDAPディレクトリに格納されている情報を使って各ユーザーの
Messaging Serverを検出します。このため、システム管理者は、ユーザーに意識させる
ことなく、ユーザーを簡単に新しいサーバーに移動することができます。管理者は
ユーザーのメールボックスをあるMessaging Serverから別のMessaging Serverに移動
し、その後 LDAPディレクトリでユーザーのエントリを更新することができます。
ユーザーのメールアドレス、メールボックスアクセス、およびその他のクライアント
設定は変更する必要がありません。

� パフォーマンスの向上

メッセージストアの処理量が 1台のマシンで可能な範囲を超えた場合は、メッセージ
ストアの一部をほかのマシンに移動して負荷を均等にすることができます。

異なるクラスのユーザーを異なるマシンに割り当てることができます。たとえば、重
要なユーザーを大型の強力なマシンに割り当てることもできます。

マルチプレクサでは一定のバッファリングが行われるので、ユーザーが低速で接続
(モデム経由など)してもMessaging Serverの速度が下がることはありません。

� コストの削減:マルチプレクサを使うと複数のMessaging Serverを効率的に管理できる
ので、小型のサーバーマシンを数台購入しても超大型マシンを 1台購入するほどには
コストがかからず、全体のコストを抑えることができます。

� スケーラビリティーの向上:マルチプレクサを使うと、構成を簡単に拡張できます。
パフォーマンスやストレージ容量を強化する必要があれば、既存のシステムを無駄に
することなく、マシンを段階的に追加することができます。

� 最小限のユーザーダウンタイム:マルチプレクサを使用すると、大規模なユーザー
ベースを多数の小さなストアマシンに振り分けることで、ユーザーダウンタイムを抑
えることができます。あるサーバーが故障しても、影響を受けるのはそのサーバーの
ユーザーだけです。

� セキュリティーの強化:マルチプレクサがインストールされているサーバーマシンを
ファイアウォールマシンとして使用することができます。クライアント接続をすべて
このマシンにルーティングすることで、外部のコンピュータから内部のメッセージス
トアマシンへのアクセスを制限することができます。マルチプレクサは、クライアン
トとの非暗号化通信および暗号化通信をサポートしています。
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MessagingMultiplexorについて
Sun Java SystemMessagingMultiplexor (MMP)は、複数のバックエンドメッセージングサー
バーの単一接続ポイントとして機能する特別なメッセージングサーバーです。Messaging
Multiplexorを利用すると、大規模なメッセージングサービスプロバイダは、POPおよび
IMAPのユーザーメールボックスを多数のマシン間に分散してメッセージストア容量を増
やすことができます。すべてのユーザーは、単一のMultiplexorサーバーに接続します。
Multiplexorサーバーは、各接続を適切なMessaging Serverにリダイレクトします。

多数のユーザーに電子メールサービスを提供する場合は、ユーザーには複数のMessaging
Serverが単一のホストであるかのように表示されるよう、MessagingMultiplexorをインス
トールして設定することができます。

MessagingMultiplexorはMessaging Serverの一部として提供されます。MMPはMessaging
Serverやほかの Sun Java Systemサーバーと同時にインストールすることも、あとで別途イ
ンストールすることもできます。MMPは以下の機能をサポートします。

� メールクライアントとの非暗号化通信および暗号化 (SSL)通信。
� 証明書に基づくクライアント認証 (169ページの「証明書に基づくクライアント認証」
を参照)。

� ユーザーの事前認証 (170ページの「ユーザーの事前認証」を参照)。
� さまざまな IPアドレスを待機し、ユーザー IDにドメイン名を自動的に付与する仮想
ドメイン (170ページの「MMP仮想ドメイン」を参照)。

� 複数のサーバーに対するMMPのインストール (『Sun Java Enterprise System 2005Q4イ
ンストールガイド』を参照)。

� 高度な LDAP検索。
� 古いバージョンの POPクライアント用の POPbefore SMTPサービス。詳細は、676
ページの「POPbefore SMTPを有効にする」を参照してください。

MessagingMultiplexorのしくみ
MMPは、メールユーザーを複数のサーバーマシンに分散させるマルチスレッドサーバー
です。MMPは、ユーザーメールボックスがあるサーバーマシン宛の着信クライアント接
続を処理します。クライアントはMMPに接続します。MMPはユーザーの正しいサー
バーを判断し、そのサーバーに接続し、クライアントとサーバーとの間でデータの受け
渡しを行います。この機能を使用すると、インターネットサービスプロバイダやその他
の大規模なインストール環境では、処理能力を上げるためにメッセージストアを複数の
マシンに分散しても、ユーザーおよび外部クライアントに対しては単一のメールホスト
であるかのように機能するので、ユーザーの効率を向上させ、外部クライアントに対す
るセキュリティーを強化することができます。167ページの「MessagingMultiplexorのし
くみ」に、MMPをインストールした場合のサーバーとクライアントの関係を示します。
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図 7–1MMPをインストールした場合のクライアントとサーバー

POP、IMAP、および SMTPクライアントはすべて、MessagingMultiplexorに接続して動作
します。MMPは接続を許可し、LDAPディレクトリ検索を行い、正しい接続先にルー
ティングします。ほかのメールサーバーをインストールした場合と同様、各ユーザーは
特定のMessaging Server上の特定のアドレスとメールボックスに割り当てられます。ただ
し、接続はすべてMMPを経由します。

詳しく説明すると、ユーザー接続は次の手順で確立されます。

1. ユーザーのクライアントがMMPに接続し、予備的な認証情報 (ユーザー名)が受け入
れられます。

2. MMPはDirectory Serverに照会して、そのユーザーのメールボックスがあるMessaging
Serverを判断します。

3. MMPは適切なMessaging Serverに接続し、再度認証を行い、接続中は中継パイプとし
て動作します。

暗号化 (SSL)オプション
MessagingMultiplexorは、Messaging Serverとメールクライアント間の暗号化 (SSL)通信お
よび非暗号化通信をサポートしています。Messaging Serverの現在のバージョンは、新し
い証明書データベース形式 (cert8.db)をサポートしています。
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SSLを有効にすると、MMPは STARTTLSをサポートします。また、SSLの IMAP、POP、
および SMTP接続で追加ポートを待機するようにMMPを設定することもできます。

IMAP、POP、または SMTPサービスで SSLを有効にするには、ImapProxyAService.cfg、
PopProxyAService.cfg、および SmtpProxyAService.cfgの各ファイルを編集します。ま
た、IMAP、POP、または SMTPサーバーがセキュアサーバーであるかどうかにかかわら
ず、AService.cfgファイルの default:ServiceListオプションを編集し、ファイル内です
べての IMAP、POPおよび SMTPサーバーポートを指定する必要があります。詳細は、176
ページの「SSLを使用するMMPを設定する」を参照してください。

SSL設定パラメータはコメントアウトされているため、デフォルト設定では SSLが無効に
なっています。SSLを有効にするには、SSLサーバー証明書をインストールする必要があ
ります。次にコメントを解除し、SSLパラメータを設定します。SSLパラメータの一覧
は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「Encryption
(SSL) Option」を参照してください。

証明書に基づくクライアント認証
MMPでは証明書マッピングファイル (certmap)を使ってクライアントの証明書とユー
ザー/グループDirectory Serverの正しいユーザーを一致させることができます。

証明書に基づくクライアント認証を使用するには、SSL暗号化も有効にする必要がありま
す。168ページの「暗号化 (SSL)オプション」を参照してください。

また、ストア管理者も設定する必要があります。メール管理者を使用することもできま
すが、必要に応じてアクセス権を設定できるように、一意のユーザー ID (mmpstoreなど)
を作成することをお勧めします。

MMPは certmapプラグインをサポートしていないことに注意してください。代わりに、
certmap.confファイルの拡張された DNCompsおよび FilterCompsの各プロパティー値エン
トリを使用できます。これらの拡張されたフォーマットエントリの形式は次のとおりで
す。

mapname:DNComps FROMATTR=TOATTR mapname:FilterComps FROMATTR=TOATTR

これにより、証明書の subjectDNの FROMATTR値を使って、TOATTR=valueという要素を
含む LDAPクエリを形成することができます。たとえば、証明書の subjectDN
が「cn=Pilar Lorca, ou=pilar, o=siroe.com」の場合、この証明書を「(uid=pilar)」と
いう LDAPクエリにマップするには、次の行を使用します。

mapname:FilterComps ou=uid
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� IMAPまたはPOPサービスに対して証明書に基づく認証を有効に
するには

ストア管理者のユーザー IDを決定します。

メール管理者を使用することもできますが、ストア管理者用に一意のユーザー ID
(mmpstoreなど)を作成することをお勧めします。

SSL暗号化が有効であることを確認します。168ページの「暗号化 (SSL)オプション」を参
照してください。

設定ファイルで certmap.confファイルの場所を指定し、MMPが証明書に基づくクライア
ント認証を使用するように設定します。

信頼できる認証局の証明書を少なくとも 1つインストールします。詳細は、655ページ
の「信頼できるCAの証明書をインストールするには」を参照してください。

ユーザーの事前認証
MMPには、着信ユーザーとしてディレクトリにバインドし、その結果をログに記録する
ことによってユーザーを事前認証するオプションがあります。

注 –ユーザーの事前認証を有効にすると、サーバーのパフォーマンスが低下します。

ログエントリの形式は、次のとおりです。

date time (sid 0xhex) user name pre-authenticated - client

IP address, server IP address

dateは yyyymmdd形式、timeはサーバーで設定された hhmmss形式の時刻であり、hexは16
進数のセッション ID (sid)を表します。仮想ドメインがあれば user nameに含まれてお
り、IPアドレスはドットで 4つに区切られた形式です。

MMP仮想ドメイン
MMP仮想ドメインはサーバーの IPアドレスに関連付けられている一連の構成設定です。
この機能の主な用途は、サーバー IPアドレスごとに個別のデフォルトドメインを提供す
ることです。

ユーザーは、省略形のユーザー IDまたは完全指定のユーザー ID (user@domainという形
式)を使用して、MMPに認証を求めることができます。省略形のユーザー IDが提示され
ると、MMPは指定があれば DefaultDomain設定を行います。その結果、複数のホストし
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ているドメインをサポートするサイトでは、サーバー IPアドレスとMMP仮想ドメイン
にそれぞれのホストしているドメインを関連付けるだけで、省略形のユーザー IDを使用
できるようになります。

特定のホストしているドメインのユーザーサブツリーを検索する場合は、そのドメイン
の LDAPドメインツリーエントリで inetDomainBaseDNDN属性を使用する方法をお勧めし
ます。バックエンドメールストアサーバーでも LDAPのユーザーを検索する必要があ
り、さらに仮想ドメインがサポートされないため、MMPで LdapUrlを設定するのは適し
ていません。

Sun LDAP Schema 2が有効になると (『Sun Java Enterprise System 2005Q4 Installation Guide for
UNIX』および『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4 Schema Reference』を参
照)、特定のドメインのユーザーサブツリーは、そのドメインの組織ノードの下のサブツ
リーにあるすべてのユーザーになります。

仮想ドメインを有効にするには、インスタンスディレクトリで ImapProxyAService.cfg、
PopProxyAService.cfg、または SmtpProxyAService.cfgの各ファイルを編集し、
VirtualDomainFile設定で仮想ドメインマッピングファイルへの絶対パスを指定します。

仮想ドメインファイルの各エントリには、次の構文を使用します。

vdmap name
IPaddrname:parameter value

nameは IPアドレスと設定パラメータを関連付けるためだけに使用するので任意の名前を
使用できます。IPaddrはドットで 4つに区切られた形式で、parameterと valueのペアに
よって仮想ドメインを構成します。仮想ドメインの設定パラメータ値を設定すると、そ
の値はグローバルな設定パラメータ値よりも優先されます。

仮想ドメインに指定できる設定パラメータは次のとおりです。

AuthCacheSize および AuthCacheSizeTTL

AuthService

BindDN および BindPass

CertMap

ClientLookup

CRAMs

DefaultDomain

DomainDelim

HostedDomains

LdapCacheSize および LdapCacheTTL

LdapURL

MailHostAttrs

PreAuth

ReplayFormat

RestrictPlainPasswords

StoreAdmin および StoreAdminPass

SearchFormat
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TCPAccess

TCPAccessAttr

注 – LdapURLが正しく設定されていない場合、BindDN、BindPass、LdapCacheSize、および
LdapCacheTTLの設定は無視されます。

設定パラメータの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

SMTPプロキシについて
MMPには SMTPプロキシが含まれていますが、デフォルトでは無効になっています。大
半のサイトでは SMTPプロキシは必要ありません。インターネットメール規格には、
SMTPの水平スケーラビリティー機能が十分に備わっているからです。

SMTPプロキシには有用なセキュリティー機能があります。まず、古いバージョンの POP
クライアントの一部で必要な POPbefore SMTP認証機能を実装するために、SMTPプロキ
シは POPプロキシに統合されています。詳細は、676ページの「POPbefore SMTPを有効
にする」を参照してください。さらに、SMTPプロキシを使用すると、SSLアクセラレー
タハードウェアを最大限に活用できます。661ページの「SMTPプロキシを使用した SSL
パフォーマンスの最適化方法」を参照してください。

MessagingMultiplexorを設定する
Messaging Serverの初期実行時設定中に、MMPをマシンに設定するかどうかを選択できま
す。Messaging Serverと同一のマシンに設定することも、別のマシンに設定することもで
きます。

注 –MMPはDNSの結果をキャッシュしません。Messaging Serverの本稼働配備では、高性
能キャッシュを使用するDNSサーバーがローカルネットワークに必要です。

次の節では、MMPの設定方法について説明します。

� 173ページの「MMPを設定する前に」
� 173ページの「Multiplexorの設定」
� 174ページの「Multiplexorのファイル」
� 175ページの「Multiplexorの起動」
� 175ページの「既存のMMPの変更」

MMPの詳細については、次のマニュアルで参照できます。

� 『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の第 5
章「MessagingMultiplexor Configuration」
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MMPを設定する前に
MMPを設定する前に、次の操作を実行します。

1. MMPを設定するマシンを選択します。MMP専用のマシンを使用することをお勧めし
ます。

注 –POPまたは IMAPサーバーを実行するマシンでは、MMPを有効にしないことをお
勧めします。

Messaging Serverと同じマシンにMMPをインストールする場合は、POPサーバーおよ
び IMAPサーバーを標準以外のポートに設定する必要があります。標準以外のポート
を使用すれば、MMPサーバーとMessaging Serverのポートが互いに競合することはあ
りません。

2. MMPを設定するマシンに、MMPで必要なUNIXシステムユーザーを作成します。こ
の新規ユーザーは、UNIXシステムグループに属している必要があります。48ページ
の「UNIXシステムのユーザーとグループを作成する」を参照してください。

3. Messaging Serverで使用するDirectory Serverとホストマシンの設定が完了していない場
合は、それらを設定します。49ページの「Messaging Server設定用にDirectory Serverを
準備するには」を参照してください。

4. バックエンドサーバーより前にMMPがアップグレードされた場合、ユーザーは
ImapProxyAService.cfgの Capabilityオプションを、古いバックエンドから発行され
た capabilityコマンドへの応答と一致するように設定する必要があります。この設定
は次のようになります。

IMAP4 IMAP4rev1 ACL QUOTA LITERAL+ NAMESPACE UIDPLUS CHILDREN LANGUAGE XSENDER

X-NETSCAPE XSERVERINFO

改行は編集上明確にする目的で使用されること、および設定値は 1行に配置する必要
があることに注意してください。

Multiplexorの設定
MMPを設定するには、Messaging Serverの設定プログラムを使用する必要があります。こ
のプログラムには、MessagingMultiplexorを有効にするかどうかを選択するオプションが
あります。設定プログラムの詳細については、57ページの「Messaging Serverの初期実行
時設定を作成する」を参照してください。

� MMPを設定するには

MMPをインストールおよび設定するマシンに Sun Java SystemMessaging Serverをインス
トールします。

1
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Messaging Serverの初期実行時設定を作成してMMPを設定します。57ページ
の「Messaging Serverの初期実行時設定を作成する」を参照してください。

例外として、Messaging Serverをインストールする場合は、MessagingMultiplexorオプ
ションのみをチェックするようにしてください。

Multiplexorのファイル
MessagingMultiplexorのファイルは、msg_svr_base/config設定ファイルディレクトリに格
納されています。表 7–1に示すMessagingMultiplexor設定ファイルの設定パラメータを手
動で編集する必要があります。MMP設定パラメータの詳細については、『Sun Java
SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「Multiplexor Configuration
Parameters」を参照してください。

表 7–1MessagingMultiplexorの設定ファイル

ファイル 説明

PopProxyAService.cfg POPサービス用の設定変数を指定する設定ファイルです。

PopProxyAService-def.cfg POPサービスの設定テンプレートです。このファイルは、
start-msg mmpでMMPを最初に起動したときに作成されま
す。

ImapProxyAService.cfg IMAPサービス用の設定変数を指定する設定ファイルで
す。

ImapProxyAService-def.cfg IMAPサービスの設定テンプレートです。このファイル
は、start-msg mmpでMMPを最初に起動したときに作成さ
れます。

AService.cfg 起動するサービス、および POPサービスと IMAPサービス
が共有するオプションを指定する設定ファイルです。

AService-def.cfg 起動するサービス、および POPサービスと IMAPサービス
が共有するオプションを指定する設定テンプレートです。
このファイルは、start-msg mmpでMMPを最初に起動した
ときに作成されます。

SmtpProxyAService.cfg SMTPプロキシサービス用の設定変数を指定するオプ
ションの設定ファイルです。POPbefore SMTPを有効にする
場合は必須です。POPbefore SMTPを有効にしない場合で
も、SSLハードウェアのサポートを最大にするのに役立ち
ます。POPbefore SMTPの詳細は、676ページの「POP
before SMTPを有効にする」を参照してください。

SmtpProxyAService-def.cfg SMTPプロキシサービス用の設定変数を指定する設定テン
プレートです。このファイルは、start-msg mmpでMMPを
最初に起動したときに作成されます。

2
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例として、LogDirパラメータおよび LogLevelパラメータは、すべての設定ファイルで使
用されています。これらのパラメータは、ImapProxyAService.cfgファイルでは IMAP関
連イベントのロギングパラメータを設定する目的で使われており、PopProxyAService.cfg

ファイルでは POP関連イベントのロギングパラメータを設定するために使われていま
す。SmtpProxyAService.cfg,では、SMTPプロキシ関連イベントのロギングを指定するた
めに使われています。

ただし、AService.cfgファイルの LogDirパラメータと LogLevelパラメータは、POP、
IMAP、または SMTPサービスの起動に失敗した場合など、MMPに関する全般的な問題
を記録するために使用されています。

注 –MMPを設定またはアップグレードした場合、設定テンプレートファイルは上書きさ
れます。

Multiplexorの起動
MessagingMultiplexorのインスタンスを起動、停止、更新するには、次の表 7–2に示すコ
マンドのうちの 1つを使用します。これらのコマンドはmsg_svr_base/sbinディレクトリ
にあります。

表 7–2MMPコマンド

オプション 説明

start-msg mmp これは、別のインスタンスが起動されている場合でも可能です。

stop-msg mmp 最後に起動したMMPを停止します。

refresh mmp 実行中のMMPが、アクティブな接続を中断せずに設定情報を更新するよ
うにします。

既存のMMPの変更
既存のMMPインスタンスを変更するには、必要に応じて、ImapProxyAService.cfgまた
は PopProxyAService.cfg、あるいはその両方の設定ファイルを編集します。これらの設
定ファイルは、msg_svr_base/configサブディレクトリにあります。
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SSLを使用するMMPを設定する
SSLを使用するようにMMPを構成するには、次の手順に従います。

注 –ここでは、メッセージストアまたはMTAを持たないマシンにMMPをインストールす
ることを前提としています。

� SSLを使用するMMPを設定するには
管理サーバーがインストールされている場合は、管理コンソールを使用して SSLサーバー
証明書をインストールします。それ以外の場合は、NSSツールを使用します。662ページ
の「ネットワークセキュリティーサービスツール」を参照してください。

「iPlanet Console 5.0を使用したManaging Serversの管理 (http://docs.sun.com)」を参照し
てください。

管理サーバーがインストールされている場合は、操作を簡略化するために、コマンド行
で次のシンボリックリンクを作成します。
cd msg_svr_base/config
ln -s /var/mps/serverroot/alias/admin-serv-instance-cert7.db cert7.db

ln -s /var/mps/serverroot/alias/admin-serv-instance-key3.db key3.db

さらに、これらのファイルが、MMPを実行するシステム IDに属していることを確認し
ます。Messaging Serverの現在のバージョンは、新しい証明書データベース形式 (cert8.db)
をサポートしています。

sslpassword.confファイルはMessaging Serverの初期実行時設定で設定されているので、
新しく設定する必要はありません。57ページの「Messaging Serverの初期実行時設定を作
成する」を参照してください。

注 –手順 1～ 8を実行する代わりに、既存のMessaging ServerまたはDirectory Serverの
cert7.db、key3.db、secmod.db、および sslpassword.confの各ファイルをコピーする方法
もあります。コピー元のサーバーには、同じドメインに対する適切なサーバー証明書と
キーがあらかじめインストールされている必要があります。

ImapProxyAService.cfgファイルを編集して、関連のある SSL設定のコメント記号を削除
します。

SSLとPOPを使用する場合は、PopProxyAService.cfgファイルを編集して、関連のある
SSL設定のコメント記号を削除します。
さらに、AService.cfgファイルを編集して、ServiceList設定の「110」のあとに「|995」
を追加します。
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ImapProxyAService.cfgファイルと PopProxyAService.cfgファイルに、BindDNオプション
と BindPassオプションが設定されていることを確認します。

さらに、DefaultDomainオプションには、デフォルトドメイン (資格のないユーザー名で
使用するドメイン)を設定する必要があります。

サーバー側のみで SSLを使用する場合は、これで作業は完了です。msg_svr_base/sbin
ディレクトリで次のコマンドを使用してMMPを起動します。

start-msg mmp

� クライアント証明書を使用したログインを行うよ
うにMMPを設定するには
クライアント証明書を使用したログインを行う場合は、次の手順に従います。

クライアント証明書とそれに署名したCA証明書のコピーを入手します。

以前と同じように、MMPをインストールしたマシン上で SunONEConsoleを起動します。
ただし、この時に信頼できる認証局としてCA証明書をインポートします。

Messaging Serverのインストール時に作成したストア管理者 (Store Administrator)を使用し
ます。

詳細は、560ページの「ストアへの管理者によるアクセスを指定する」を参照してくださ
い。

MMPの certmap.confファイルを作成します。例:

certmap default default

default:DNComps

default:FilterComps e=mail

これは、LDAPサーバーのmail属性を調べて、証明書DNの eフィールドと一致するもの
を検索することを意味します。

ImapProxyAService.cfgファイルを編集し、次の設定を行います。

a. CertMapFileには、certmap.confを設定します。

b. StoreAdminと StorePassには、手順 3の値を設定します。

c. UserGroupDNには、ユーザー/グループツリーのルートを設定します。

POP3によるクライアント証明書を必要とする場合は、PopProxyAService.cfgファイルに
対して、手順 5の操作を繰り返します。
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MMPがまだ実行されていない場合は、msg_svr_base/sbinディレクトリで次のコマンドを
使用してMMPを起動します。

start-msg mmp

クライアント証明書をクライアントにインポートします。Netscape™Communicatorでは、
鍵 (セキュリティー)のアイコンをクリックし、「証明書」の「本人」を選択し、次に、
「証明書のインポート...」を選択して画面の指示に従います。

注 –すべてのログインでクライアント証明書を使用する場合は、すべてのユーザーがこの
手順を実行する必要があります。

トポロジの例
Siroe Corporationという会社にはMessagingMultiplexorをインストールしたマシンが 2台
あり、どちらのマシンも複数のMessaging Serverをサポートしているという例を想定しま
す。POPおよび IMAPのユーザーメールボックスは複数のMessaging Serverマシンに振り
分けられており、それぞれのサーバーは POP専用または IMAP専用となっています (クラ
イアントアクセスを POPサービスだけに限定するには、ServiceListから
ImapProxyAServiceエントリを削除。同様に IMAPサービスだけに限定するには、
ServiceListから PopProxyAServiceエントリを削除)。どちらのMessagingMultiplexorも
POPだけ、または IMAPだけしかサポートしません。LDAPディレクトリサービスは、別
の専用マシンに置かれています。

このトポロジを、図 7–2に示します。
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図 7–2複数のMMPによる複数のMessaging Serverのサポート

IMAPの構成例
図 7–2の IMAPMessagingMultiplexorは、2個のプロセッサを持つ sandpitというマシンに
インストールされています。このMessagingMultiplexorは、IMAP接続の標準ポート (143)
を待機しています。MessagingMultiplexorはユーザーメールボックスの情報を扱うホスト
phonebookの LDAPサーバーと通信し、適切な IMAPサーバーに接続をルーティングしま
す。このMultiplexorは、IMAPの capability文字列を無効にし、仮想ドメインファイルを
提供し、SSL通信をサポートします。

この例の ImapProxyAService.cfg設定ファイルの内容は、次のとおりです。
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default:LdapUrl ldap://phonebook.siroe.com/o=internet

default:LogDir /opt/SUNWmsgsr/config/log

default:LogLevel 5

default:BindDN "cn=Directory Manager"

default:BindPass secret

default:BacksidePort 143

default:Timeout 1800

default:Capability "IMAP4 IMAP4rev1 ACL QUOTA LITERAL+ NAMESPACE

UIDPLUS CHILDREN BINARY LANGUAGE XSENDER X-NETSCAPE XSERVERINFO"

default:SearchFormat (uid=%s)

default:SSLEnable yes

default:SSLPorts 993

default:SSLSecmodFile /opt/SUNWmsgsr/config/secmod.db

default:SSLCertFile /opt/SUNWmsgsr/config/cert7.db

default:SSLKeyFile /opt/SUNWmsgsr/config/key3.db

default:SSLKeyPasswdFile ""

default:SSLCipherSpecs all

default:SSLCertNicknames Siroe.com Server-Cert

default:SSLCacheDir /opt/SUNWmsgsr/config

default:SSLBacksidePort 993

default:VirtualDomainFile /opt/SUNWmsgsr/config/vdmap.cfg

default:VirtualDomainDelim @

default:ServerDownAlert "your IMAP server appears to be temporarily

out of service"

default:MailHostAttrs mailHost

default:PreAuth no

default:CRAMs no

default:AuthCacheSize 10000

default:AuthCacheTTL 900

default:AuthService no

default:AuthServiceTTL 0

default:BGMax 10000

default:BGPenalty 2

default:BGMaxBadness 60

default:BGDecay 900

default:BGLinear no

default:BGExcluded /opt/SUNWmsgsr/config/bgexcl.cfg

default:ConnLimits 0.0.0.0|0.0.0.0:20

default:LdapCacheSize 10000

default:LdapCacheTTL 900

default:HostedDomains yes

default:DefaultDomain Siroe.com

POPの構成例
178ページの「トポロジの例」の POPMessagingMultiplexorは、4個のプロセッサを持つ
tarpitというマシンにインストールされています。このMessagingMultiplexorは POP接
続の標準ポート (110)を待機しています。MessagingMultiplexorはユーザーメールボック
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ス情報を扱うホスト phonebookの LDAPサーバーと通信し、適切な POPサーバーに接続を
ルーティングします。さらに、このMultiplexorは、スプーフメッセージファイルも提供
します。

この例の PopProxyAService.cfg設定ファイルの内容は、次のとおりです。

default:LdapUrl ldap://phonebook.siroe.com/o=internet

default:LogDir /opt/SUNWmsgsr/config/log

default:LogLevel 5

default:BindDN "cn=Directory Manager"

default:BindPass password

default:BacksidePort 110

default:Timeout 1800

default:SearchFormat (uid=%s)

default:SSLEnable no

default:VirtualDomainFile /opt/SUNWmsgsr/config/vdmap.cfg

default:VirtualDomainDelim @

default:MailHostAttrs mailHost

default:PreAuth no

default:CRAMs no

default:AuthCacheSize 10000

default:AuthCacheTTL 900

default:AuthService no

default:AuthServiceTTL 0

default:BGMax 10000

default:BGPenalty 2

default:BGMaxBadness 60

default:BGDecay 900

default:BGLinear no

default:BGExcluded /opt/SUNWmsgsr/config/bgexcl.cfg

default:ConnLimits 0.0.0.0|0.0.0.0:20

default:LdapCacheSize 10000

default:LdapCacheTTL 900

default:HostedDomains yes

default:DefaultDomain Siroe.com

MMPのタスク
この節では、その他のMMP設定タスクについて説明します。次のようなタスクがありま
す。

� 182ページの「MMPを使ったメールアクセスを設定するには」
� 182ページの「MMPLDAPサーバーフェイルオーバーを設定するには」
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MMPを使ったメールアクセスを設定するには
MMPは自動的には設定されないので、明示的に設定する必要があります。また、MMP
では PORT_ACCESSマッピングテーブルは使用されません。MMPを使用している場合、特
定の IPアドレスからの SMTP接続を拒否するには、TCPAccessオプションを使用する必要
があります。このオプションの構文は mailDomainAllowedServiceAccessと同じです
(『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4 Schema Reference』を参照)。また、667
ページの「フィルタの構文」でも説明されています。

MMPLDAPサーバーフェイルオーバーを設定する
には
複数の LDAPサーバーをMMPとして指定することができます。これによって、1つの
サーバーに障害が発生しても別のサーバーが処理を引き継げるようになります。
PopProxyAservice.cfgまたは IMAPProxyAservice.cfgを次のように修正します。

default:LdapUrl "ldap://ldap01.yourdomain ldap02.yourdomain/o=INTERNET"

MessagingMultiplexorについて
Sun Java SystemMessenger ExpressMultiplexorは、HTTPアクセスサービスへの単一の接続
ポイントとして機能する特別なサーバーです。Messenger Expressは、Sun Java System
Messaging Server HTTPサービスに対するクライアントインタフェースです。すべての
ユーザーがこのメッセージングプロキシサーバーに接続し、ここで該当するメール
ボックスに転送されます。このため、メールユーザーには複数のMessaging Serverが単一
のホストであるかのように表示されます。

MessagingMultiplexor (MMP)は POPおよび IMAPサーバーに接続しますが、Messenger
ExpressMultiplexorはHTTPサーバーに接続します。つまり、Messenger ExpressMultiplexor
とMessenger Expressとの関係は、MMPと POPや IMAPとの関係と同じです。

MMPと同様に、Messenger ExpressMultiplexorでも次の機能をサポートします。

� メールクライアントとの非暗号化通信および暗号化 (SSL)通信

SSLの設定に関する詳細は、第 19章の「セキュリティーとアクセス制御」を参照して
ください。

� ホストしているドメイン

MMPとは異なり、Messenger ExpressMultiplexorは mshttpdサービスに組み込まれている
ため、ロギングと設定には同じ機能が使用されます。
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Messenger ExpressMultiplexorのしくみ
Messenger ExpressMultiplexorはマルチプレクサとして機能するプロキシメッセージング
サーバーで構成されており、ユーザーがMessaging Server (Messenger Express)のHTTPサー
ビスに接続できるようにします。Messenger ExpressMultiplexorを使用すると、複数のサー
バーマシンにメールボックスを分散できるようになります。クライアントはMessenger
ExpressにログオンするとMultiplexorに接続します。Multiplexorはユーザーの正しいサー
バーを判断し、そのサーバーに接続し、クライアントとサーバーとの間でデータの受け
渡しを行います。この機能を使用すると、大規模なインストール環境では、処理能力を
上げるためにメッセージストアを複数のマシンに分散しても、ユーザーおよび外部クラ
イアントに対しては単一のメールホストであるかのように機能するので、ユーザーの効
率を向上させ、外部クライアントに対するセキュリティーを強化することができます。
183ページの「Messenger ExpressMultiplexorのしくみ」に、Messaging Serverでの
Messenger ExpressMultiplexorの位置を示します。

図 7–3Messenger ExpressMultiplexorの概要

Messenger ExpressMultiplexorは、Messenger ExpressクライアントとMessaging Serverの間に
入り、両者の接続を許可して正しくルーティングします。ほかのメールサーバーをイン
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ストールした場合と同様、各ユーザーは特定のMessaging Server上の特定のアドレスと
メールボックスに割り当てられます。ただし、HTTP接続はすべてMessenger Express
Multiplexorを経由します。

詳しく説明すると、ユーザー接続は次の手順で確立されます。

1. ユーザーのクライアントがMessenger ExpressMultiplexorに接続し、予備的な認証情報
が受け入れられます。

2. Messenger ExpressMultiplexorはDirectory Serverに照会して、そのユーザーのメール
ボックスがあるMessaging Serverを判断します。

3. Messenger ExpressMultiplexorは関連するMessaging Serverに接続し、再度認証を行い、
接続中は中継パイプとして動作します。

Messaging ExpressMultiplexorを設定する
ここでは、Messenger ExpressMultiplexorの設定手順について説明します。次の項目があり
ます。

� 184ページの「プロキシマシンにMessaging Serverをインストールするには」
� 184ページの「Messenger ExpressMultiplexorパラメータの設定」
� 186ページの「Messenger ExpressMultiplexorを有効にするには」

プロキシマシンにMessaging Serverをインストールするには
まず、Messenger ExpressMultiplexorになるプロキシマシンにMessaging Serverをインス
トールします。インストール手順については、『Sun Java Enterprise System 2005Q4
Installation Guide for UNIX』を参照してください。

Messaging Serverは、バックエンドメッセージングサーバーを指すUsers andGroups
Directory Serverに構成してください。このディレクトリサーバーは、Messenger Express
Multiplexorを介して、Messeging Serverでユーザーを認証するために使用します。

Messenger ExpressMultiplexorパラメータの設定
プロキシマシンにMessaging Serverをインストールしたら、Messenger ExpressMultiplexor
パラメータを設定します。

� Messenger ExpressMultiplexorパラメータを設定するには

必要なバックエンドメッセージングサーバーの情報を集めます。

バックエンドメッセージングサーバーのディレクトリで configutilコマンドを実行し、
パラメータの値を設定します。パラメータの値については、この節の後半で説明しま
す。設定を正常に行うには、プロキシマシンとバックエンドメッセージングサーバーの
設定を同じにする必要があります。Multiplexorはプロキシマシンで有効にします。

1

MessagingMultiplexorについて

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月184



Messenger ExpressMultiplexorの設定パラメータを設定します。

設定値を指定するには、プロキシマシンのMessaging Serverの
msg_svr_base/sbin/configutilディレクトリで configutilコマンドを実行します。設定値
がバックエンドメッセージングサーバーの値と同じであることを確認します。

次の節では、Messenger ExpressMultiplexorの設定に必要な configutilパラメータについ
て説明します。

� 185ページの「LDAPパラメータ」
� 185ページの「dcroot」
� 185ページの「デフォルトドメイン」
� 186ページの「ログイン区切り」

LDAPパラメータ

Messenger ExpressMultiplexorを有効にする前に、Directory Serverパラメータを正しく指定
する必要があります。LDAPパラメータを指定するには、適切なバックエンドメッセージ
ングサーバーのインスタンスディレクトリで次のコマンドを実行します。

� configutil -o local.ugldaphost

バックエンドメッセージングサーバーが使用する、ユーザーおよびグループの LDAP
Directory Serverを表すパラメータです。ldaphostには、バックエンドメッセージング
サーバーが使用するものと同じ値、または同じデータを含むレプリケートされた
LDAPサーバーを指定します。

� configutil -o local.ugldapbinddn および configutil -o local.ugldapbindcred

Users andGroups Directory Server管理者のDNとパスワードを表すパラメータです。
ldapbinddnも ldapbindcredも、バックエンドメッセージングサーバーの指定と同じで
ある必要があります。

dcroot

dcrootが正しく指定されていることを確認する必要があります。dcrootを指定するには、
適切なMessaging Serverインスタンスディレクトリで次のコマンドを実行します。

configutil -o service.dcroot

デフォルトドメイン

Messaging Serverのデフォルトドメイン (defaultdomain)が正しく指定されていることを確
認する必要があります。Messaging Serverのデフォルトドメインを指定するには、適切な
Messaging Serverインスタンスディレクトリで次の configutilコマンドを実行します。

configutil -o service.defaultdomain

2
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ログイン区切り
ログイン区切り (loginseparator)は、バックエンドメッセージングサーバーで使用するもの
と同じにします。Messaging Serverのログイン区切りを指定するには、適切なバックエン
ドメッセージングサーバーのインスタンスディレクトリで次の configutilコマンドを実
行します。

configutil -o service.loginseparator

Messenger ExpressMultiplexorを有効にするには
設定パラメータを指定したら、プロキシマシンのMessenger ExpressMultiplexorを有効に
することができます。プロキシマシンのMessaging Serverインスタンスにある
msg_svr_base/sbin/configutilディレクトリで、次の configutilコマンドを実行します。

configutil -o local.service.http.proxy -v 1

1を指定するとMessenger ExpressMultiplexorが有効になります。デフォルトは 0です。

非ローカルユーザー (ログインしたサーバーにメールホストがないユーザー)がログイン
した場合、local.service.http.proxyの値が 0であれば、このユーザーは自分のホストに
転送されます。ユーザーは、ホスト名が変更されたことがわかります。したがって、
Multiplexorは有効になっていません。

local.service.http.proxyの値が 1の場合は、Multiplexorが有効になり、ホスト名は変更
されず、非ローカルメールユーザーからはMessaging Server全体が 1台のホストであるか
のように見えます。

ローカルユーザー (ログインしたサーバーがメールホストであるユーザー)の場合は、
local.service.http.proxyのパラメータ値とは無関係にサーバーのローカルメッセージス
トアが使用されます。同じMessaging Server上でプロキシユーザーとローカルユーザーを
共存させることもできます。

設定をテストする
ここでは、Messenger ExpressMultiplexorの設定をテストし、ログファイルのメッセージを
検索する方法を説明します。Messenger ExpressMultiplexorが設定され、有効になっている
ことを前提にしています。

� Messenger Expressクライアントにアクセスするには
インストール状態をテストするには、Messenger Express製品についての知識が必要です。
また、テストアカウントを作成しておく必要があります。

Messenger ExpressMultiplexorプロキシをテストするには、次の手順に従います。

ブラウザに次のように入力して、Messenger ExpressMultiplexorを介してMessenger Express
に接続します。

http://msgserver_name

1
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例:

http://budgie.sesta.com

作成済みのテストアカウントを使用して、Messenger Expressにログインします。

正しくログインし、バックエンドメッセージングサーバーのメッセージにアクセスでき
る必要があります。

Messenger Expressを介してログインするとMessaging Server名が変更される場合は、
local.service.http.proxyが 1に設定されており、メッセージングプロキシサーバーが再
起動されているかどうかを確認してください。Messenger ExpressMultiplexorが有効であれ
ば、ユーザーからは 1台のメールホストであるかのように見えます。

エラーメッセージ
ユーザー IDとパスワードを入力し「接続」をクリックするとエラーメッセージが表示さ
れる場合は、プロキシマシンのHTTPログファイルを確認してください。エラー
メッセージを表示するには、msg_svr_base/logディレクトリに移動します。多くの場合、
エラーメッセージには問題を解決するための情報が含まれています。問題を解決するた
めの十分な情報が含まれていない場合は、カスタマサポートに連絡してください。

Messenger ExpressMultiplexorを管理する
ここでは、Messenger ExpressMultiplexorの基本的な管理機能について説明します。

SSLを設定および管理するには
Messenger ExpressMultiplexorの SSL (Secure Sockets Layer)の設定と管理については、658
ページの「SSLを有効化し暗号化方式を選択するには」を参照してください。

複数のプロキシサーバーを設定するには
単一の名前でアドレス指定される複数のMessenger ExpressMultiplexorを設定する場合
は、セッション対応の負荷分散デバイスを使用できます。このデバイスにより、任意の
クライアントからのすべての要求を特定のサーバーにルーティングできます。

バージョンの異なるMessaging ServerとMessenger Express
Multiplexorを管理するには
Messenger ExpressMultiplexorとバックエンドメールホストで、異なるバージョンの
Messaging Serverを使う場合は、Messenger Expressのスタティックファイルを更新して
サーバーの互換性を確保する必要があります。

Messenger Expressインタフェースを構成するスタティックファイルは、ユーザーのメール
ホストではなくMessenger ExpressMultiplexorから直接提供されます。Multiplexorが
msg_svr_base/config/htmlディレクトリにあるこれらの設定ファイルを見つけます。

2

3

4
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サーバーの互換性を確保するためにファイルを更新するには、新しいバージョンの
Messaging Serverにあるmsg_svr_base/config/htmlディレクトリの内容 (Messenger Express
インタフェースを構成するスタティックファイルが含まれる)を、古いバージョンの
Messaging Serverにある同じディレクトリの内容にすべて置き換えます。

たとえば、バックエンドメッセージングサーバーでMessaging Server 6 2003Q4を使用し、
Messenger ExpressMultiplexorにはMessaging Server 6 2005Q4をインストールしている場合
は、Messenger ExpressMultiplexorのmsg_svr_base/config/htmlディレクトリの内容を、
Messaging Server 6 2003Q4を使用するバックエンドサーバーの同じディレクトリの内容に
すべて置き換える必要があります。最終的に、Messaging Server 6 2003Q4からMessaging
Server 6 2005Q4にアップグレードするときに、Messenger ExpressMultiplexorサーバーの
msg_svr_base/config/htmlディレクトリにあるスタティックファイルも更新することがで
きます。

Messenger ExpressMultiplexorを使用するバックエンドメッセージ
ングサーバーのポートを設定するには
Messenger ExpressMultiplexorを使用するバックエンドHTTPメッセージングサーバーの
ポートを設定する場合は、Multiplexorマシンで次の configutilコマンドを使用します。

local.service.http.proxy.port.hostname

hostnameは、バックエンドHTTPメッセージングサーバーのホストです。

たとえば、バックエンドメッセージングサーバーのホスト名が sesta.comで、ポート番号
が 8888の場合、コマンドは次の形式になります。

configutil -o local.service.http.proxy.port.store.sesta.com -v 8888

独自のポートを持っているバックエンドメッセージストアを除き、
local.service.HTTP.proxy.portはすべてのバックエンドメッセージストアに適用されま
す (local.service.proxy.adminと同じ)。

シングルサインオンを設定するには
シングルサインオンは、Messenger ExpressMultiplexorマシンで設定します。Messaging
(HTTP) Serverと同様に、次の追加設定が必要です。

configutil -o local.service.http.proxy.admin -v store_administrator

store_administratorは、バックエンドメッセージングサーバーのインストール中に指定し
たバックエンドストアの管理者です。

configutil -o local.service.http.proxy.adminpass -v store_admin_password

store_admin_passwordは、バックエンドメッセージングサーバーのインストール中に指定
したバックエンドストア管理者のパスワードです。

異なるストア管理者とパスワードを使用する複数のバックエンドメッセージングサー
バーを使用している場合は、次のようにMessenger ExpressMultiplexorの各設定変数に完
全修飾ホスト名を追加して、それらを個別に設定できます。
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configutil -o local.service.http.proxy.admin.hostname -v store_administrator

configutil -o local.service.http.proxy.adminpass.hostname -v store_admin_password

hostnameは、バックエンドHTTPメッセージングサーバーのホストです。
store_administratorおよび store_admin_passwordは、バックエンドHTTPメッセージング
サーバーのインストール中に指定したバックエンドストア管理者およびパスワードで
す。

ユーザーをバックエンドサーバーにログインさせるために、Messenger ExpressMultiplexor
で proxyauthログインコマンドを使用します。proxyauthを有効にするには、バックエン
ドメッセージストアで次の configutilパラメータを使用します。

configutil -o service.http.allowadminproxy -v 1

注 –シングルサインオンがMessenger ExpressMultiplexorを通じて有効化されている場合
は、バックエンドHTTPメッセージングサーバーで設定する必要はありません。
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MTAの概念

この章では、MTAの概念について説明します。この章には、次の節があります。

� 191ページの「MTAの機能」
� 195ページの「MTAアーキテクチャーとメッセージフローの概要」
� 197ページの「ディスパッチャー」
� 198ページの「書き換えルール」
� 199ページの「チャネル」
� 203ページの「MTAディレクトリ情報」
� 204ページの「ジョブコントローラ」

MTAの機能
MTA (Message TransferAgent)は、Messaging Server (図 8–1)の構成要素です。もっとも基本
的なレベルにおいては、MTAはメッセージルーターです。MTAはほかのサーバーから
メッセージを受信してアドレスを読み取り、最終的な宛先 (通常はユーザーのメール
ボックス)に向けて次のサーバーにルーティングします。

長年にわたって、MTAには多くの機能が追加され、サイズ、能力、および複雑さも増し
てきました。これらのMTA機能は重複していますが、通常は次のように分類できます。

� ルーティング:メッセージを受け取り、エイリアスである場合などは必要に応じて展
開または変換して、次のサーバー、チャネル、プログラム、ファイルなどにルー
ティングします。ルーティング機能が拡張され、管理者がメッセージのルーティング
についての内部的および外部的な方法を指定できるようになりました。たとえば、
SMTP認証、各種 SMTPコマンドおよびプロトコルの使用、TCP/IPまたはDNS検索の
サポート、ジョブの送信、プロセス制御やメッセージキューイングなどを指定できま
す。

� アドレス書き換え:通常、エンベロープアドレスはルーティングプロセスの一環とし
て書き換えられますが、エンベロープまたはヘッダーアドレスを、より希望に沿った
適切な形式に書き換えることができます。
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� フィルタ: MTAは、アドレス、ドメイン、感染のおそれのあるウィルスやスパムの内
容、サイズ、IPアドレス、ヘッダーの内容などに基づいて、メッセージをフィルタ処
理できます。フィルタ処理されたメッセージは、破棄、拒否、変更、ファイルやプロ
グラムに送信、またはユーザーのメールボックスに向けて送信する途中に次のサー
バーに送信することができます。

� コンテンツの変更:メッセージのヘッダーまたはコンテンツを変更することができま
す。次に例を示します。特定のクライアントから読み取り可能なメッセージや、特定
の文字セットをサポートするメッセージを作成したり、スパムやウィルスのチェック
を行います。

� 監査:だれが、いつ、どこから、どのようなメッセージを送信したかを追跡します。

これらの機能は、図 8–2に示される多数のサブコンポーネントおよびプロセスでサポー
トされています。この章では、これらのサブコンポーネントとプロセスについて説明し
ます。また、システム管理者は多数のツールを使用して、これらの機能を有効化および
設定することができます。このようなツールには、MTAオプション、configutilパラ
メータ、マッピングテーブル、キーワード、チャネル、書き換えルールなどがありま
す。これらのツールについては、後にMTAの章で説明します。

� 第 10章
� 第 11章
� 第 12章
� 第 13章
� 第 14章
� 第 15章
� 第 16章
� 第 17章
� 第 19章
� 第 21章
� 第 22章
� 第 23章
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図 8–1Messaging Serverの簡易コンポーネント表示 (Communications Expressは表示されていない)
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図 8–2MTAのアーキテクチャー

MTAの機能
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MTAアーキテクチャーとメッセージフローの概要
ここでは、MTAのアーキテクチャーとメッセージフローの概要を簡単に説明します (図
8–2)。MTAは非常に複雑なコンポーネントであり、この図はシステムを通じて配信され
るメッセージの簡略図であることに注意してください。実際、この図は、システムを通
じて配信されるすべてのメッセージを厳密に示しているわけではありません。ただし、
概念を説明するという目的は十分に果たしています。

ディスパッチャーと SMTPサーバー (スレーブプロ
グラム)
SMTPセッションを介して、インターネットまたはイントラネットからMTAにメッセー
ジが届きます。MTAが SMTP接続要求を受信すると、MTAディスパッチャー (マルチス
レッド接続ディスパッチエージェント)はスレーブプログラム (tcp_smtp_server)を実行
して SMTPセッションを処理します。ディスパッチャーは、各サービスのマルチス
レッドプロセスのプールを管理します。さらにセッションが要求されると、ディス
パッチャーは SMTPサーバープログラムを起動して、それぞれのセッションを処理しま
す。ディスパッチャーのプロセスプール内のプロセスは、複数の接続を同時に処理する
こともあります。ディスパッチャーとスレーブプログラムにより、着信メッセージごと
にさまざまな機能が実行されます。次の 3つの基本機能があります。

� メッセージのブロッキング -特定の IPアドレス、メールアドレス、ポート、チャネ
ル、ヘッダー文字列などを含むメッセージをブロックする (第 17章)。

� アドレスの変更。着信したアドレスの From:や To:を必要な形式に書き換える。

� チャネルへのキューイング。アドレスに書き換えルールを適用し、メッセージを送信
するチャネルを決定する。

詳細は、197ページの「ディスパッチャー」を参照してください。

ルーティングとアドレス書き換え
メッセージは SMTPサーバーによってキューに入れられますが、変換チャネルや再処理
チャネルなど、いくつかのほかのチャネルによってもキューに入れられることがありま
す。配信のこの段階ではさまざまなタスクが実行されますが、主なタスクは以下のとお
りです。

� エイリアスを展開する。

� アドレスに書き換えルールを適用して、次の 2つを実行する。

� アドレスのドメイン部分を目的の形式に書き換える。
� メッセージを該当するチャネルキューに送信する。

MTAアーキテクチャーとメッセージフローの概要
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チャネル

チャネルは、メッセージを処理するための基本的なMTAコンポーネントです。チャネル
は、ほかのシステム (ほかのMTA、ほかのチャネル、ローカルメッセージストアなど)と
のメッセージ接続を表します。メールが届くと、メッセージのソースや宛先によって
ルーティングや処理方法が異なります。たとえば、ローカルメッセージストアに配信さ
れるメールと、インターネットに配信されるメールと、メールシステムの別のMTAに配
信されるメールは、それぞれ別の方法で処理されます。チャネルは、各接続に必要な処
理とルーティングをカスタマイズするしくみを提供します。デフォルトの設定では、
メッセージの大半はインターネット、イントラネット、およびローカルのメッセージを
扱う 1本のチャネルに入ります。

特定の状況のための特殊なチャネルを作成することもできます。たとえば、メールの処
理が非常に遅いインターネットドメインがあり、このドメイン宛のメールがあるとMTA
の処理が停滞するとします。このような場合は、処理が遅いドメイン宛のすべての
メッセージを処理する特別なチャネルを作成すると、このドメインのボトルネックが解
消されます。

アドレスのドメイン部分は、メッセージがどのチャネルのキューに入れられるのかを決
定します。ドメインを読み取って適切なチャネルを決定するしくみを、書き換えルール
と呼びます (198ページの「書き換えルール」を参照)。

チャネルは通常、マスタープログラムというチャネル処理プログラムとチャネルキュー
で構成されています。スレーブプログラムが該当するチャネルキューにメッセージを配
信すると、マスタープログラムが必要な処理とルーティングを行います。チャネルの指
定と設定は、書き換えルールと同様、imta.cnfファイルで行います。チャネルエントリ
の例を次に示します。

tcp_intranet smtp mx single_sys subdirs 20 noreverse maxjobs 7 SMTP_POOL

maytlsserver allowswitchchannel saslswitchchannel tcp_auth

tcp_intranet-daemon

この場合、最初の単語 tcp_intranetはチャネル名です。最後の単語はチャネルタグで
す。チャネル名とチャネルタグの間にある単語はチャネルキーワードで、メッセージの
処理方法を表します。さまざまなキーワードを使って、さまざまな方法でメッセージを
処理できます。チャネルキーワードの詳しい説明は、第 12章を参照してください。

メッセージの配信

メッセージが処理されると、マスタープログラムはメッセージの配信パスに沿って次の
送信先にメッセージを送ります。次の送信先が予定した受取人のメールボックスである
こともあれば、別のMTAや別のチャネルであることもあります。この図では別のチャネ
ルへの転送は表示されていませんが、そのようなケースもよくあります。

アドレスのローカル部分と受信フィールドは通常は 7ビット文字なので注意してくださ
い。MTAがこれらのフィールドで 8ビット文字を読み取った場合、8ビットそれぞれをア
スタリスクに変換します。

MTAアーキテクチャーとメッセージフローの概要
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ディスパッチャー
ディスパッチャーは、複数のマルチスレッドサーバープロセスが SMTP接続サービスを
分担できるようにする、マルチスレッドディスパッチエージェントです。ディス
パッチャーを使用すると、複数のマルチスレッド SMTPサーバープロセスを同時に実行
し、同じポートへの接続を処理できるようになります。さらに、それぞれのサーバーで 1
つ以上のアクティブな接続が可能になります。

ディスパッチャーは、その設定に指定されているTCPポートの中心的なレシーバとして
機能します。定義された各サービスに対して、ディスパッチャーは 1つまたは複数の
SMTPサーバープロセスを作成し、確立後の接続を処理します。

通常、ディスパッチャーは、定義されたTCPポートの接続を受信すると、そのポートに
おけるサービスのワーカープロセスのプールを確認し、その接続用に最適なワーカープ
ロセスを選択します。適当なワーカープロセスがない場合、ディスパッチャーはこの接
続と後続の接続を処理するための新しいワーカープロセスを作成します。また、ディス
パッチャーは、今後の着信接続を予測して、新しいワーカープロセスを作成することも
できます。ディスパッチャーのさまざまなサービスを制御するための設定オプションが
いくつかあります。これらの設定オプションは特に、ワーカープロセス数、および各
ワーカープロセスが処理できる接続の数を制御するのに使用されます。

詳細は、255ページの「ディスパッチャー設定ファイル」を参照してください。

サーバープロセスの作成と有効期限
ディスパッチャーの自動ハウスキーピング機能により、新規サーバープロセスの作成
や、アイドル状態の古いサーバープロセスの有効期限を制御することができます。
ディスパッチャーの動作を制御する基本的なオプションは、MIN_PROCSと MAX_PROCSで
す。MIN_PROCSは、着信接続用に一定のサーバープロセス数を待機させることにより、一
定レベルのサービスを確実に提供します。一方、MAX_PROCSは、指定したサービスに対し
て同時にアクティブにできるサーバープロセス数の上限を設定します。

すでに処理可能な最大数の接続を処理しているため、またはプロセスの終了がスケ
ジュールされているために、動作中のサーバープロセスが接続を受け入れられないこと
があります。ディスパッチャーは、今後の接続に役立つよう追加のプロセスを作成する
ことができます。

MIN_CONNSおよび MAX_CONNSオプションを使うと、サーバープロセス間で接続を分散でき
ます。MIN_CONNSはサーバープロセスが「十分にビジー」であることを示す接続数を指定
し、MAX_CONNSはサーバープロセスが「最高にビジー」な状態となる場合の接続数を指定
するものです。

通常、現在のサーバープロセス数が MIN_PROCS未満である場合、または既存のサーバープ
ロセスがすべて「十分にビジー」(各サーバープロセスに対し、現在アクティブな接続の
数が MIN_CONNS以上)である場合、ディスパッチャーは新しいサーバープロセスを作成し
ます。

ディスパッチャー
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たとえばUNIXシステムの killコマンドによってサーバープロセスが突然終了した場
合、ディスパッチャーは新しい接続ごとに新規サーバープロセスを作成します。

ディスパッチャーの設定の詳細については、255ページの「ディスパッチャー設定ファイ
ル」を参照してください。

ディスパッチャーを起動および停止するには
ディスパッチャーを起動するには、次のコマンドを実行します。

start-msg dispatcher

このコマンドには、ディスパッチャーが管理するように設定されたMTAのコンポーネン
トを起動するために以前使用していた、ほかのすべての start-msgコマンドが組み込まれ
ています。そのため、組み込まれたコマンドはすべて無効になっています。特に、
imsimta start smtp は使用しないでください。無効になったコマンドを実行しようとする
と、MTAによって警告メッセージが表示されます。

ディスパッチャーを終了するには、次のコマンドを実行します。

stop-msg dispatcher

ディスパッチャーの終了時にサーバープロセスがどのように処理されるかは、その基礎
となっているTCP/IPパッケージによって決まります。ディスパッチャーに適用される
MTAの設定やオプションを変更した場合は、ディスパッチャーを必ず再起動して新しい
設定やオプションを有効にします。

ディスパッチャーを再起動するには、次のコマンドを実行します。

imsimta restart dispatcher

ディスパッチャーを再起動すると、実行中のディスパッチャーが終了し、新しいディス
パッチャーが起動します。

書き換えルール
書き換えルールには、次の目的があります。

� アドレスのドメイン部分を適切な形式や希望の形式に書き換える方法を指定する。
� アドレスを書き換えたあとにメッセージをキューに入れるためのチャネルを決定す
る。

書き換えルールにはそれぞれパターンとテンプレートがあります。パターンは、アドレ
スのドメイン部分と照合する文字列です。テンプレートは、ドメイン部分がパターンと
一致した場合に実行するアクションを指定します。これは、次の 2つから構成されま
す。1)アドレスを書き換える方法を指定する指示のセット (一連の制御文字)と、2)

書き換えルール
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メッセージの送信先のチャネル名。アドレスの書き換え後、メッセージは予定された受
取人に配信するために宛先チャネルに入れられます。

書き換えルールの例を次に示します。

siroe.com $U%$D@tcp_siroe-daemon

siroe.comはドメインパターンです。アドレスに siroe.comを含むメッセージはテンプ
レートの指示 ($U%$D)に基づいて書き換えられます。$Uは、書き換えられたアドレスでも
同じユーザー名を使うように指定します。%は、書き換えられたアドレスでも同じドメ
イン区切り文字を使用するように指定します。$Dは、パターンと一致したドメイン名を
使うように指定します。@tcp_siroe-daemonは、書き換えられたアドレスのメッセージが
チャネル tcp_siroe-daemonに送信されるように指定します。詳細は、第 11章を参照して
ください。

書き換えルールの設定の詳細は、237ページの「MTA設定ファイル」および第 11章を参
照してください。

チャネル
チャネルは、メッセージを処理するための基本的なMTAコンポーネントです。チャネル
は、別のコンピュータシステムまたはシステムグループとの接続を表します。実際の
ハードウェア接続やソフトウェア転送は、チャネルによって大きく異なることがありま
す。

チャネルには、次のような機能があります。

� メッセージをリモートシステムに送信し、その後メッセージをキューから削除する。
� リモートシステムからメッセージを受信し、適切なチャネルキューに保存する。
� メッセージをローカルのメッセージストアに配信する。
� メッセージを特殊処理プログラムに配信する。

メッセージは、MTAに入るときにチャネルを介してキューに入れられ、MTAから出ると
きにキューから取り出されます。通常、メッセージは 1つのチャネルを介して入り、別
のチャネルを介して送り出されます。チャネルは、キューからのメッセージの取り出
し、メッセージの処理、別のMTAチャネルのキューへのメッセージの保存などを行いま
す。

マスタープログラムとスレーブプログラム
通常 (常にそうというわけではない)、チャネルにはマスターとスレーブの 2つのプログラ
ムがあります。スレーブプログラムは、ほかのシステムからのメッセージを受け取り、
そのメッセージをチャネルのメッセージキューに追加します。マスタープログラムは、
チャネルからほかのシステムにメッセージを転送します。

チャネル
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たとえば、SMTPチャネルには、メッセージを送信するマスタープログラムと、メッセー
ジを受信するスレーブプログラムがあります。これらは、それぞれ SMTPクライアント
およびサーバーに相当します。

通常、マスタープログラムは、MTAが発した送信接続を管理します。マスターチャネル
プログラムには、以下のような機能があります。

� ローカルの処理要求に応えて起動する。

� チャネルメッセージキューからメッセージを取り出す。

� 宛先の形式が、キューにあるメッセージの形式と異なる場合は、必要に応じて、アド
レス、ヘッダー、および内容の変換を行う。

� メッセージのネットワーク転送を開始する。

通常、スレーブプログラムは、MTAが外部要求に応答するための着信接続を受け入れま
す。スレーブチャネルプログラムには、以下のような機能があります。

� 外部イベントまたはローカル要求に応えて起動する。

� メッセージをチャネルキューに入れる。宛先チャネルは、書き換えルールでエンベ
ロープアドレスを渡すと決定される。

たとえば、図 8–3では、チャネル 1とチャネル 2の 2つのチャネルプログラムが示されて
います。チャネル 1のスレーブプログラムは、リモートシステムからメッセージを受信
します。スレーブプログラムは、アドレスを確認して必要な書き換えルールを適用し、
書き換えられたアドレスに基づいてメッセージを適切なチャネルメッセージキューに入
れます。

マスタープログラムは、キューからメッセージを取り出し、メッセージのネットワーク
転送を開始します。ただし、マスタープログラムは、自分のチャネルキューにある
メッセージしか取り出せません。

チャネル
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図 8–3マスタープログラムとスレーブプログラム

通常、1つのチャネルにはマスタープログラムとスレーブプログラムの両方があります
が、スレーブプログラムまたはマスタープログラムしかないチャネルもあります。たと
えば、Messaging Serverで提供される ims-msチャネルには、マスタープログラムしかあり
ません。このチャネルでは、図 8–4に示すように、キューからのメッセージの取り出し
とローカルメッセージストアへの送信だけを行います。

図 8–4 ims-msチャネル

チャネルメッセージキュー
すベてのチャネルに、メッセージキューが関連付けられています。メッセージが
メッセージングシステムに入ると、スレーブプログラムがメッセージを入れるキューを
決定します。キューに入れられたメッセージは、チャネルキューディレクトリの

チャネル

第 8章 • MTAの概念 201



メッセージファイル内に保存されます。デフォルトでは、これらのディレクトリは
msg_svr_base/data/queue/channel/*に配置されます。メッセージキューのサイズ設定につ
いては、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4配備計画ガイド』の「MTA
メッセージキューのディスクサイズ決定」を参照してください。

注意 –MTAキューディレクトリ (imta_tailorファイル内の IMTA_QUEUEの値)に、ファイル
またはディレクトリを追加しないでください。これを行うと問題が発生します。MTA
キューディレクトリに個別のファイルシステムを使用するときは、マウントポイントの
下にサブディレクトリを作成し、そのサブディレクトリを IMTA_QUEUEの値として指定し
てください。

チャネル定義
チャネル定義はMTA設定ファイル (imta.cnf)の後半で、書き換えルールのあとに記載さ
れています (237ページの「MTA設定ファイル」を参照)。設定ファイル内で最初に現れる
空白行は、書き換えルールの終了とチャネル定義の開始を表します。

チャネル定義には、チャネル名、チャネルの設定を定義するキーワードのオプションリ
スト、および一意のチャネルタグが含まれています。チャネルタグは書き換えルールで
使用され、メッセージをチャネルにルーティングします。チャネル定義は 1行の空白行
によって区切られています。1つのチャネル定義の中にコメント行を含めることはできま
すが、空白行を含めることはできません。

[blank line]

! sample channel definition

Channel_Name keyword1 keyword2
Channel_Tag
[blank line]

チャネル定義を総称してチャネルホストテーブルと呼びます。個々のチャネル定義
はチャネルブロックと呼ばれます。たとえば、次の例のチャネルホストテーブルには、
チャネル定義つまりチャネルブロックが 3つあります。

! test.cnf - An example configuration file.

!

! Rewrite Rules

.

.

.

! BEGIN CHANNEL DEFINITIONS

! FIRST CHANNEL BLOCK

l

local-host

チャネル
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! SECOND CHANNEL BLOCK

a_channel defragment charset7 usascii

a-daemon

! THIRD CHANNEL BLOCK

b_channel noreverse notices 1 2 3

b-daemon

典型的なチャネルエントリは次のようなものです。

tcp_intranet smtp mx single_sys subdirs 20 noreverse maxjobs 7 SMTP_POOL

maytlsserver allowswitchchannel saslswitchchannel tcp_auth

tcp_intranet-daemon

この例の最初の単語 tcp_intranetはチャネル名です。また、最後の単語
tcp_intranet-daemonはチャネルタグです。チャネルタグは、書き換えルールでメッセー
ジを送信するために使用する名前です。チャネル名とチャネルタグの間にある単語は
チャネルキーワードで、メッセージの処理方法を表します。さまざまなキーワードを
使って、さまざまな方法でメッセージを処理できます。チャネルキーワードの一覧と説
明は、第 12章にあります。

チャネルホストテーブルは、Messaging Serverで使用できるチャネルと、各チャネルに関
連付けられているシステム名を定義します。

UNIXシステムでは、常にファイルの最初のチャネルブロックでローカルチャネル lが示
されます(例外はdefaultsチャネルであり、このチャネルはローカルチャネルの前に出
現)。ローカルチャネルを使ってルーティングを決定し、UNIXメールツールでメールを
送信します。

MTAオプションファイル (option.dat)でも、チャネルのグローバルオプションを設定し
たり、チャネルオプションファイルで特定チャネルのオプションを設定したりできま
す。オプションファイルの詳細は、256ページの「オプションファイル」および 254ペー
ジの「TCP/IP (SMTP)チャネルオプションファイル」を参照してください。設定チャネル
の詳細は、第 12章を参照してください。MTAチャネルの作成の詳細は、237ページ
の「MTA設定ファイル」を参照してください。

MTAディレクトリ情報
MTAは、処理する各メッセージに関して、サポートするユーザー、グループ、およびド
メインに関するディレクトリ情報にアクセスする必要があります。この情報は、LDAP
ディレクトリサービスに保存されています。MTAは LDAPディレクトリに直接アクセス
します。詳細は、第 9章を参照してください。

MTAディレクトリ情報
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ジョブコントローラ
メッセージがチャネルキューに入れられるたびに、ジョブコントローラはメッセージを
配信するためのジョブが実行されていることを確認します。これには、新規ジョブプロ
セスの開始、スレッドの追加、実行中のジョブの確認などの操作が含まれます。チャネ
ルまたはプールのジョブ数が制限に達したためにジョブを開始できない場合は、ジョブ
コントローラは別のジョブが終了するまで待機します。ジョブ数の超過が解消される
と、ジョブコントローラは別のジョブを開始します。

チャネルジョブは、ジョブコントローラ内の処理プール内で実行されます。プールは、
チャネルジョブが実行される「場所」であると考えることができます。プールは、プー
ル外のジョブとリソースを奪い合うことなく処理できる計算領域です。プールの詳細
は、257ページの「ジョブコントローラファイル」および 382ページの「チャネル実行
ジョブの処理プール」を参照してください。

チャネルのジョブ範囲は、maxjobsチャネルキーワードで決定します。プールのジョブ範
囲は、プールの JOB_LIMITオプションで決定します。

通常Messaging Serverは、すべてのメッセージの配信を即座に試行します。最初の試行で
メッセージを配信できない場合、メッセージの配信は backoffキーワードに指定した時間
だけ遅れることになります。メッセージは、backoffキーワードに指定した時間が経過す
るとすぐに配信できる状態になり、必要に応じてチャネルジョブがメッセージの処理を
開始します。

ジョブコントローラのメモリ内における処理中メッセージおよび処理待ちメッセージの
データ構造は、ディスクのMTAキュー領域に保存されているすべてのメッセージファイ
ルを反映しています。ただし、ディスク上のメッセージファイルのバックログが大きく
なり、ジョブコントローラのメモリ内データ構造のサイズ限界値を超えると、ジョブコ
ントローラはメモリ内でディスク上のメッセージファイルの一部だけをトラッキングし
ます。ジョブコントローラはメモリ内でトラッキング中のメッセージだけを処理しま
す。メモリ内ストレージを解放するのに十分な数のメッセージが配信されると、ジョブ
コントローラはMTAキュー領域をスキャンしてメッセージリストを更新し、メモリ内ス
トアを自動的に更新します。その後、ジョブコントローラはディスクから取り出したば
かりの新しいメッセージファイルの処理を開始します。ジョブコントローラは、MTA
キュー領域のスキャンを自動的に行います。

サイトに大量のメッセージバックログが頻繁にたまる場合は、MAX_MESSAGESオプション
を使ってジョブコントローラをチューニングすることもできます。MAX_MESSAGESオプ
ションの値を大きくすると、ジョブコントローラが使用するメモリが増え、メッセージ
のバックログがジョブコントローラのメモリ内キャッシュでオーバーフローする回数が
減ります。これにより、ジョブコントローラがMTAキューディレクトリをスキャンする
ための負荷が低減されます。ただし、ジョブコントローラでメモリ内キャッシュを再構
築する必要がある場合は、キャッシュが大きくなるので処理時間も長くなる点に注意し
てください。ジョブコントローラの起動時または再起動時には必ずMTAキューディレク
トリをスキャンする必要があります。このため、メッセージのバックログが大量にある
場合は、そのようなバックログがない場合に比べて、ジョブコントローラの起動や再起
動に大きな負荷がかかります。

ジョブコントローラ
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ジョブコントローラの設定とプールの詳細は、257ページの「ジョブコントローラファイ
ル」および 378ページの「メッセージの処理と配信を設定する」を参照してください。

ジョブコントローラを起動および停止するには
ジョブコントローラを起動するには、次のコマンドを実行します。

start-msg job_controller

ジョブコントローラを停止するには、次のコマンドを実行します。

stop-msg job_controller

ジョブコントローラを再起動するには、次のコマンドを実行します。

imsimta restart job_controller

ジョブコントローラを再起動すると、実行中のジョブコントローラが終了し、その後す
ぐに新しいジョブコントローラが起動します。

ジョブコントローラ
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MTAのアドレス変換とルーティング

Messaging Server 6 2003Q4より前のMessaging Serverでは、LDAPサーバーに保存された情
報からコンパイルされたデータベースより、すべてのユーザー、ドメイン、およびグ
ループデータにアクセスしていました。LDAPサーバーでディレクトリ情報が更新される
と、データベース情報は dirsyncというプログラムによって同期化されていました。
Messaging ServerMTAは、LDAPディレクトリに直接アクセスします。この章では、ダイ
レクト LDAPデータアクセスを使用するMTA内のデータフローについて説明します。こ
の章には、次の節があります。

� 207ページの「ダイレクト LDAPのアルゴリズムと実装」
� 230ページの「アドレスリバース」
� 232ページの「非同期 LDAP動作」
� 233ページの「設定のまとめ」

ダイレクト LDAPのアルゴリズムと実装
ここでは、ダイレクト LDAP処理について説明します。

ドメインローカリティーの判別
アドレスの変換とルーティングのプロセスでは、user@domainという形式のアドレスを元
に、domainがローカルであるかどうかが最初にチェックされます。

書き換えルールの機能
MTAの書き換えルールには、提示された文字列がローカルで処理する必要のあるドメイ
ンであるかどうかをチェックする機能が追加されています。この新機能は、メタキャラ
クタ $Vまたは $Zによってアクティブ化されます。これらの新しいメタキャラクタは、そ
の後にパターン文字列が続くという点で、構文的には従来のメタキャラクタ $N、$M、
$Q、および $Cと同様です。$N、$M、$Q、および $Cの場合、パターンはソースチャネルま
たは宛先チャネルのいずれかと照合されます。$Vおよび $Zの場合、パターンはドメイン
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であり、チェック内容はそのドメインがローカルであるかどうかです。$Vによってロー
カルドメインでない場合にルールエラーが発生し、$Zによってローカルドメインの場合
にルールエラーが発生します。

これらのメタキャラクタの処理は、次の手順で実装します。

1. Messaging Serverは、現在のドメインがディレクトリ内の有効なドメインエントリと一
致するかどうかをチェックします。エントリが存在しない場合は、手順 3に進みま
す。

2. そのドメインのエントリがディレクトリ内にある場
合、LDAP_DOMAIN_ATTR_ROUTING_HOSTSMTAオプション (デフォルトは
mailRoutingHosts)で指定されている属性がドメインエントリから取得されます。この
属性が存在する場合、このドメイン内のユーザーを処理できるホストの一覧が示され
ます。この一覧は、local.hostname configutilパラメータで指定されているホストおよ
び local.imta.hostnamealiases configutilパラメータで指定されているホストの一覧と
比較されます。これらのオプションはそれぞれ、LDAP_LOCAL_HOSTおよび
LDAP_HOST_ALIAS_LISTの各MTAオプションで指定変更できます。一致するものがある
場合またはドメインに属性が存在しない場合、ドメインはローカルです。一致するも
のがない場合、ドメインはローカルではありません。

mailRoutingHosts属性が原因でローカルでないと見なされるドメインの処理
は、ROUTE_TO_ROUTING_HOSTMTAオプションの設定によって異なります。このオプ
ションが 0 (デフォルト)に設定されている場合、アドレスはそのままローカルでない
ものとして扱われ、MTAの書き換えルールを使用してルーティングが決定されます。
このオプションが 1に設定されている場合、LDAP_DOMAIN_ATTR_ROUTING_HOSTSMTAオ
プションで最初にリストされている値から成るソースルートがアドレスの先頭に追加
されます。

3. ドメインエントリが見つからない場合、ドメインの左側の構成要素が削除され、手順
1に戻ります。残っている構成要素がない場合は、手順 4に進みます。
ドメインツリーの上位にさかのぼった結果、siroe.comがローカルとして認識された場
合、siroe.comのサブドメインはすべてローカルとして認識されます。この方法では望
ましくない状況が発生する可能性もあるため、この動作を制御するMTAオプション
DOMAIN_UPLEVELが提供されています。具体的には、DOMAIN_UPLEVELのビット 0 (値 = 1)
を設定解除すると、ドメインの構成要素を削除して再試行する動作は無効になりま
す。DOMAIN_UPLEVELのデフォルト値は 0です。

4. この時点で、バニティードメインのチェックを実行する必要があります。バニティー
ドメインにはドメインエントリがありません。代わりに、特殊なドメイン属性を 1つ
または複数のユーザーエントリに付加することで、バニティードメインを指定しま
す。バニティードメインのチェックは、DOMAIN_MATCH_URLMTAオプションで指定され
ている LDAPURLを使用して LDAP検索を開始することによって実行されます。この
オプションの値は次の値に設定する必要があります。

ldap:///$B?msgVanityDomain?sub?(msgVanityDomain=$D)

$Bによって local.ugldapbasedn configutilパラメータの値が置き換えられます。これ
はディレクトリ内のユーザーツリーのベースです。LDAP_USER_ROOTMTAオプションを
使用すると、このMTA専用の configutilオプションの値を変更できます。

ダイレクト LDAPのアルゴリズムと実装
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この検索で実際に返される値は重要ではありません。重要なのは、返される値がある
かどうかです。返される値がある場合は、ドメインはローカルであると見なされま
す。返される値がない場合は、ドメインはローカルではないと見なされます。

ドメインローカリティーのドメインマップの判別
ディレクトリ内の有効なドメインエントリを検索するためにどのような処理が実行され
るかを知っておくことも有益です。処理はスキーマレベルに固有です。Sun LDAP Schema
1の場合は、次のとおりです。

1. ドメインをドメインツリーのベースDNに変換します。これは、ドメインを一連の dc
コンポーネントに変換し、ドメインルートサフィックスを追加することによって実行
されます。デフォルトのサフィックスは、service.dcroot configutilパラメータから取
得されます。デフォルトのサフィックスは o=internetです。a.b.c.dという形式のド
メインは一般に、dc=a,dc=b,dc=c,dc=d,o=internetに変換されます。service.dcroot

configutilパラメータは、LDAP_DOMAIN_ROOTMTAオプションを設定することで無効にで
きます。

2. 手順 1で見つかったベースDNを持ち、inetDomainまたは inetDomainAliasのいずれか
のオブジェクトクラスを持つエントリを検索します。このために使用される検索
フィルタは、LDAP_DOMAIN_FILTER_SCHEMA1MTAオプションを設定することで無効にで
きます。このオプションを使用すると、デフォルトの
(|(objectclass=inetDomain)(objectclass=inetdomainalias))に戻ります。

3. 何も見つからない場合は、エラー終了します。
4. エントリのオブジェクトクラスが見つかり、それが inetDomainである場合、ドメイン
エントリに関連付けられた inetDomainBaseDn属性が存在するかどうかをチェックしま
す。存在する場合は、あとでユーザーエントリの検索に使用できるように保存され、
処理は終了します。存在しない場合、エントリはドメインエイリアスであると見なさ
れ、処理は手順 5に進みます。MTAオプション LDAP_DOMAIN_ATTR_BASEDNを使用する
と、inetDomainBaseDNの使用が無効になります。

5. エントリはドメインエイリアスであるはずなので、aliasedObjectName属性によって
参照されている新規エントリを検索し、手順 4に戻ります。aliasedObjectName属性が
存在しない場合、処理はエラー終了します。aliasedObjectName属性の使用に代わる
手段は、MTAオプション LDAP_DOMAIN_ATTR_ALIASを使用して指定することができま
す。

処理が手順 4に戻るのは、1回だけです。ドメインエイリアスでさらにドメインエイ
リアスを参照することは許されていません。

Sun LDAP Schema 2で実行される処理は、上記の処理より簡単です。ディレクトリ内でオ
ブジェクトクラス sunManagedOrganizationを持つエントリが検索されます。ここではド
メインは sunPreferredDomain属性または associatedDomain属性のいずれかの値として示
されています。この目的のための sunPreferredDomainおよび associatedDomainの各属性
の使用は、必要に応じてそれぞれ、MTAオプション LDAP_ATTR_DOMAIN1_SCHEMA2および
LDAP_ATTR_DOMAIN2_SCHEMA2で無効にできます。検索は、service.dcroot configutilパラ
メータで指定されているルートの下で実行されます。service.dcroot configutilパラメー
タは、LDAP_DOMAIN_ROOTMTAオプションを設定することで無効にできます。また、
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Schema 2のドメインエントリに inetDomainBaseDn属性は必須ではありません。ドメイン
エントリにこの属性がない場合、ユーザーツリーのベース自身がドメインエントリであ
ると見なされます。

ドメインローカリティー情報のキャッシュ
ドメイン書き換え処理が実行される頻度とディレクトリ照会 (特にバニティードメイン
チェック)の負担から、ドメインについての情報は、否定的なものと肯定的なものの両方
をキャッシュする必要があります。これは、開鎖型の、動的に拡張されたメモリ内
ハッシュテーブルを使用して実装します。キャッシュの最大サイズは
DOMAIN_MATCH_CACHE_SIZEMTAオプションで設定します (デフォルトは 100000)。
キャッシュ内のエントリのタイムアウトは DOMAIN_MATCH_CACHE_TIMEOUTMTAオプション
で設定します (デフォルトは 600秒)。

エラー処理
サーバーエラーが発生すると、ドメインがローカルであるかどうかを判別することがで
きなくなるため、このプロセス時の一時的なサーバーエラーには慎重に対処する必要が
あります。このような場合、一般的に次の 2つの結果がもたらされる可能性がありま
す。

1. 一時 (4xx)エラーをクライアントに返し、あとでそのアドレスを使用して再試行する
ように指示する。

2. アドレスを受け入れるが、再処理チャネルのキューに入れ、あとでローカルで再試行
できるようにする。

上記の選択肢はいずれも、すべての場合に適切であるとは限りません。たとえば、結果 1
は、リモート SMTPリレーと通信している場合に適切です。一方、結果 2は、ローカル
ユーザーからの SMTP送信を処理している場合に適切です。

同じパターンを持つ複数のルールを使用して一時エラーを処理することは理論的には可
能ですが、このような照会を繰り返すことによるオーバーヘッドは、キャッシュが配置
されている場合であっても容認できるものではありません。したがって、ドメイン書き
換えでは、成功または失敗して次のルールに進むという単純な照合方式は不適切です。
ドメイン検索が失敗した場合は、代わりに、MTAオプション DOMAIN_FAILUREで指定され
ている特殊なテンプレートが使用されます。$Vの処理が失敗すると、このテンプレート
が、現在処理されている書き換えルールテンプレートの残りの部分の代わりに使用され
ます。

ドメインチェック書き換えルールのパターン
このドメインチェックは、ほかの書き換えルールが起動する前に実行される必要があり
ます。この順序は、ルールの左側に特別な $*を配置することによって確保されます。$*

パターンは、ほかのどのルールよりも先にチェックされます。
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すべてのメカニズムを統合する
上記に示したすべての機能を考慮すると、imta.cnfで必要とされる新しい書き換えルー
ルは次のようになります。

$* $E$F$U%$H$V$H@localhost

また、option.datファイルの DOMAIN_FAILUREMTAオプションの値は、次のように設定さ
れている必要があります。

reprocess-daemon$Mtcp_local$1M$1~-error$4000000?Temporary lookup failure

この書き換えルールでは、localhostはローカルチャネルに関連付けられているホスト名
です。ここで示した DOMAIN_FAILUREオプションの値は、デフォルト値であるので、通常
の状況では option.datに記述する必要はありません。

ここでの順序付けは特に複雑です。MTAは、アドレスが再構築された後、ただしルート
が追加される前に $Vをチェックします。これによって、MTAは、一時的な検索エラーが
発生した場合にルートを変更することができます。保留中チャネルの一致チェックは、
挿入ポイントが変更されるたびに適用されます。これにより、2番目の $Hに続く @が
チェックを開始します。このチェックが成功した場合、テンプレートの残りの部分が適
用され、書き換え処理が終了します。このチェックが失敗した場合、書き換えは失敗
し、次の適用可能な書き換えルールで書き換えが続行されます。一時的なエラーが原因
でチェックが実行できない場合、テンプレート処理は、DOMAIN_FAILUREMTAオプション
で指定されている値を使用して続行されます。このテンプレートの値によって、まず
ルーティングホストが reprocess-daemonに設定されます。次に、MTAが何らかの再処理
チャネルまたは tcp_localを処理しているかどうかがチェックされます。MTAがこのよ
うなチャネルを処理している場合、ルールは継続し、ルーティングホストが無効とさ
れ、一時的なエラーが結果として示されます。MTAがこのようなチャネルを処理してい
ない場合、ルールは打ち切られて正常に終了します。その結果、再処理チャネルへのア
ドレスは書き換えられます。

ローカルアドレスのエイリアス展開
アドレスがローカルチャネルに関連付けられていると判別されると、アドレスのエイリ
アス展開が自動的に実行されます。エイリアス展開プロセスでは、大量の情報ソースを
調べます。これには次の情報ソースが含まれます。

1. エイリアスファイル (コンパイルされた設定の一部)。
2. エイリアスデータベース。
3. エイリアスURL。

正確にどのエイリアスソースがチェックされるか、およびチェックされる順序について
は、option.datファイルの ALIAS_MAGICMTAオプションによって決まります。ダイレク
ト LDAPでは、このオプションを 8764に設定します。これによって、ALIAS_URL0MTAオ
プションで指定されているURLが先にチェックされ、以降は ALIAS_URL1MTAオプション
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で指定されているURL、ALIAS_URL2MTAオプションで指定されているURL、エイリアス
ファイルの順序でチェックされます。エイリアスデータベースは、この設定がアク
ティブな場合はチェックされません。

LDAPURLを使用するエイリアスチェック
LDAPのエイリアスチェックは、2つの特殊な LDAPURLをエイリアスURLとして指定す
ることで実装されます。最初のURLでは通常のユーザーとグループが処理され、後続の
エイリアスURLではバニティードメインが処理されます。最初のURLを ALIAS_URL0とし
て、次のように指定します。

ALIAS_URL0=ldap:///$V?*?sub?$R

$Vメタキャラクタ
メタキャラクタの展開は、URL検索より先に実行されます。ALIAS_URL0値に使用されて
いる 2つのメタキャラクタは $Vと $Rです。

$Vメタキャラクタは、アドレスのドメイン部分をベースDNに変換します。これは、前
出の 207ページの「書き換えルールの機能」で説明されている、$V書き換えルールメタ
キャラクタによって実行される最初の処理と似ています。$V処理では、次の手順が実行
されます。

1. 現在のドメインのユーザーエントリのベースDNを取得します。
2. 現在のドメインに関連付けられている標準ドメインを取得します。Sun LDAP Schema 1
では、ドメインエントリの inetCanonicalDomainName属性が存在する場合、この属性
で標準ドメイン名が指定されています。この属性がない場合、標準ドメイン名は実際
のドメインエントリのDNから率直な方法で構築された名前になります。この名前
は、実際のドメインがエイリアスである場合、実際のドメインとは異なります。標準
ドメイン名を保存するために使用される名前属性は、option.datファイルの
LDAP_DOMAIN_ATTR_CANONICALMTAオプションで無効にできます。
Sun LDAP Schema 2では、標準名は SunPreferredDomain属性の値です。

3. ベースDNが存在する場合は、URLでベースDNが $Vと置き換えられます。

4. この時点で、このエントリの適用可能なすべてのホストしているドメインが判別され
ます。これは、標準ドメイン (DOMAIN_UPLEVELのビット 2 (値 = 4)が設定解除されてい
る場合)または現在のドメイン (DOMAIN_UPLEVELのビット 2 (値 = 4)が設定されている場
合)のいずれかを service.defaultdomain configutilパラメータと比較することによって
実行されます。一致しない場合、エントリはホストしているドメインのメンバーで
す。service.defaultdomain configutilパラメータは、option.datファイルにある
LDAP_DEFAULT_DOMAINMTAオプションを設定することで無効にできます。

5. ベースDNの判別が失敗した場合、ドメインの左側の構成要素が削除され、手順 1に
戻ります。構成要素が残っていない場合、置換は失敗します。

$Vは、オプションの数値引数も受け入れます。1に設定されている場合 (たとえば、
$1V)、ドメインツリーのドメイン解決が失敗したことは無視され、local.ugldapbasedn

configutilオプションで指定されたユーザーツリーのベースが返されます。
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ドメインのベースDNの取得に成功すると、MTAはあとで必要になるいくつかのドメイ
ン属性も取得します。取得される属性の名前は、option.datファイルにある次のMTAオ
プションで設定します。

� LDAP_DOMAIN_ATTR_UID_SEPARATOR (デフォルト domainUidSeparator)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_SMARTHOST (デフォルト mailRoutingSmartHost)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_CATCHALL_ADDRESS (デフォルト mailDomainCatchallAddress)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_BLOCKLIMIT (デフォルト mailDomainMsgMaxBlocks)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_REPORT_ADDRESS (デフォルト mailDomainReportAddress)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_STATUS (デフォルト inetDomainStatus)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_MAIL_STATUS (デフォルト mailDomainStatus)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_CONVERSION_TAG (デフォルト mailDomainConversionTag)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_FILTER (デフォルト mailDomainSieveRuleSource)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_DISK_QUOTA (デフォルトなし)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_MESSAGE_QUOTA (デフォルトなし)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_AUTOREPLY_TIMEOUT (デフォルトなし)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_NOSOLICIT (デフォルトなし)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTIN (デフォルトなし)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_RECIPIENTLIMIT (デフォルトなし)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_RECIPIENTCUTOFF (デフォルトなし)
� LDAP_DOMAIN_ATTR_SOURCEBLOCKLIMIT (デフォルトなし)

URLからマッピングを呼び出す
ドメインからベースDNへのマッピングを別の方法で実行するまれなケースが発生する
場合があります。このようなケースに対応するために、URL解決プロセスには、MTA
マッピングを呼び出す機能があります。これは、次の一般的な形式の一連のメタキャラ
クタ列を使用して実行されます。

$|/mapping-name/mapping-argument|

二重引用符 (“)はコールアウトの始まりと終わりを示します。$の直後の文字は、マッピ
ング名と引数の間の区切り文字であり、マッピング名または引数のいずれかで使用され
る文字ではないものを選択する必要があります。

$Rメタキャラクタ
$Rメタキャラクタは、URL用に適切なフィルタを提供します。目的は、特定のユーザー
またはグループの電子メールアドレスを含んでいる可能性のあるすべての属性を検索す
るフィルタを生成することです。検索対象になる属性のリストは、configutilパラメータ
local.imta.mailaliasesで指定します。このパラメータが設定されていない場合は、
configutilパラメータ local.imta.schematagが調べられ、その値に応じて適切なデフォル
ト属性の集合が次のように選択されます。

sims401 mail,rfc822mailalias

nms41 mail,mailAlternateAddress

ims50 mail,mailAlternateAddress,mailEquivalentAddress
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local.imta.schematagの値はコンマ区切りのリストにできます。複数のスキーマがサ
ポートされている場合は、組み合わせて重複を削除した属性のリストが使用されま
す。LDAP_SCHEMATAGMTAオプションは、MTA専用の local.imta.schematagの設定を無効
にするために使用できます。

また、フィルタは、最初に指定されたアドレスを検索するだけではなく、同じローカル
部分を持ちながらドメインツリーで実際に見つかったドメインを含むアドレスも検索し
ます。このドメインは 212ページの「$Vメタキャラクタ」の手順 2で保存されたもので
す。ドメインツリー検索の反復性は、この 2つのアドレスが異なる可能性があることを
意味します。この追加チェックは、option.datファイルにある DOMAIN_UPLEVELMTAオプ
ションのビット 1 (値 = 2)によって制御されます。このビットを設定すると、追加アドレ
スチェックが有効になります。DOMAIN_UPLEVELのデフォルト値は 0です。

たとえば、ドメイン siroe.comがドメインツリーに表示されると仮定します。Sun LDAP
Schema 1が有効であり、次のアドレスを検索すると仮定します。

u@host1.siroe.com

$Rおよび ims50 schematagの展開の結果から得られるフィルタは、次のようになります。

(|(mail=u@siroe.com)

(mail=u@host1.siroe.com)

(mailAlternateAddress=u@siroe.com)

(mailAlternateAddress=u@host1.siroe.com)

(mailEquivalentAddress=u@siroe.com)

(mailEquivalentAddress=u@host1.siroe.com))

また、DOMAIN_UPLEVELが 3ではなく 1に設定されている場合、フィルタは次のようになり
ます。

(|(mail=u@host1.siroe.com)

(mailAlternateAddress=u@host1.siroe.com)

(mailEquivalentAddress=u@host1.siroe.com))

フェッチする属性を決定する
返される属性のリストとして *がURLで指定されている場合、アスタリスクをMTAが使
用できる属性のリストで置き換えます。このリストは、MTAが使用するオプションを指
定する、各種のMTAオプション設定から動的に生成されます。

LDAPエラーを処理する
この時点で、結果のURLを使用して LDAP検索が実行されます。何らかの LDAPエラー
が発生した場合、処理は一時的なエラー (4xx error in SMTP)を示して終了します。LDAP
操作は成功したものの、結果の生成に失敗した場合
は、LDAP_DOMAIN_ATTR_CATCHALL_ADDRESSMTAオプションから取得される、ドメインの
キャッチオールアドレス属性がチェックされます。この属性が設定されている場合は、
その値で現在のアドレスが置き換えられます。
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キャッチオールアドレス属性が設定されていない場合は、LDAP_DOMAIN_ATTR_SMARTHOST

MTAオプションから取得される、ドメインのスマートホスト属性がチェックされます。
この属性が設定されている場合、次の形式のアドレスが作成されます。

@smarthost: user@domain

エイリアス処理はこの結果で正常終了します。また、LDAP_DOMAIN_ATTR_CONVERSION_TAG

MTAオプションから取得する、ドメインの変換タグ (存在する場合)がアドレスに追加さ
れます。これによって、スマートホストへの転送前に変換が実行されます。ドメインの
キャッチオールアドレスまたはスマートホストがない場合は、このエイリアスURLの処
理はエラー終了します。

LDAP結果のサニティーチェック
LDAP検索の結果が返された後、検索結果に 1つのエントリのみが存在することを確認す
るチェックが実行されます。複数のエントリが存在する場合は、各エントリがユーザー
またはグループにとって正しいオブジェクトクラスを持っているか、deletedステータス
になっていないか、ユーザーの場合はUIDがあるかどうかがチェックされます。この
チェックに合格しないエントリは無視されます。このチェックによって複数のエントリ
が 1つに絞られた場合、処理は続行されます。それ以外の場合は、重複するディレクト
リまたはあいまいなディレクトリであることを示すエラーが返されます。

バニティードメインのサポート
ALIAS_URL0チェックは、標準的なユーザーまたはホストしているドメイン内のユーザー
のためのチェックです。このチェックが失敗すると、バニティードメインチェックも実
行されます。これは、次のエイリアスURLを使用して実行されます。

ALIAS_URL1=ldap:///$B?*?sub?(&(msgVanityDomain=$D)$R)

キャッチオールアドレスのサポート
@hostという形式のキャッチオールアドレスのチェックは、mailAlternateAddress属性で
設定する必要があります。この形式のワイルドカード指定は、ホストしているドメイン
およびバニティードメインの両方で許可されています。この場合の適切なエイリアス
URLは次のとおりです。

ALIAS_URL2=ldap:///$1V?*?sub?(mailAlternateAddress=@$D)
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注 – +*サブアドレス置換メカニズムは、常にダイレクト LDAPモードでキャッチオールア
ドレスとともに動作していましたが、置換される文字列はローカル部分全体ではなく、
サブアドレスのみでした。このメカニズムは変更されて、元のアドレスのローカル部分
全体がサブアドレスとしてキャッチオールアドレスにプラグインされるようになりまし
た。

たとえば、foo+bar@domain.comという形式のアドレスを想定する場合、domain.comドメ
インにはローカルユーザー fooは存在せず、domain.comのキャッチオールアドレスが
bletch+*@example.comである場合、結果としてアドレスは bletch+foo+bar@example.comと
なります。これは、以前は bletch+bar@example.comでした。

LDAP結果を処理する
LDAPエイリアス結果は、順序依存性のあるいくつかの段階で処理されます。次の各項
で、これらの段階について説明します。

オブジェクトクラスチェック
エイリアス検索が成功した場合、エントリのオブジェクトクラスがチェックされ、ユー
ザーまたはグループに適したオブジェクトクラスのセットを含んでいることが確認され
ます。ユーザーおよびグループに必要なオブジェクトクラスのセットは、通常、どのス
キーマがアクティブであるかよって異なります。これは、local.imta.schematag設定で
決定されます。

表 9–1に、さまざまな schematag値から得られるユーザーおよびグループのオブジェクト
クラスを示します。

表 9–1さまざまな schematag値から得られるオブジェクトクラス

schematag ユーザーオブジェクトクラス グループオブジェクトクラス

sims40 inetMailRouting+inetmailuser inetMailRouting+inetmailgroup

nms41 mailRecipient + nsMessagingServerUser mailGroup

ims50 inetLocalMailRecipient+inetmailuser inetLocalMailRecipient + inetmailgroup

この表の情報は、ほかのスキーマタグの処理と同様に、ハードコード化されています。
ただし、option.datファイルには、LDAP_USER_OBJECT_CLASSESと
LDAP_GROUP_OBJECT_CLASSESの 2つのMTAオプションがあり、前者はユーザー用、後者は
グループ用に、別のオブジェクトクラスのセットを指定するように設定することが可能
です。

たとえば、ims50,nms41のスキーマタグ設定は、次のオプション設定と同等です。
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LDAP_USER_OBJECT_CLASSES=inetLocalMailRecipient+inetmailuser,

mailRecipient+nsMessagingServerUser

LDAP_GROUP_OBJECT_CLASSES=inetLocalMailRecipient+inetmailgroup, mailGroup

LDAP結果にユーザーまたはグループに適した正しいオブジェクトクラスのセットがない
場合、LDAP結果は無視されます。MTAは、ユーザーまたはグループを処理しているか
どうかを判断し、この情報を保存します。保存された情報は、あとで繰り返し使用され
ます。

ここで説明したオブジェクトクラス設定は、ユーザーまたはグループに適した正しいオ
ブジェクトクラスがエントリにあるかどうかをチェックするために使用できる、実際の
LDAP検索フィルタを構築するためにも使用されます。このフィルタは、$Kメタキャラ
クタを経由してアクセスできます。また、コマンド imsimta cnbuild -optionが使用され
たときの LDAP_UG_FILTERと同様、チャネルプログラムで使用するためにMTAの設定に内
部的に保存され、MTAオプションファイル option.datに書き込まれます。このオプ
ションは、ファイルに書き込むだけです。MTAがオプションファイルから読み取ること
はありません。

エントリステータスチェック
次のエントリのステータスがチェックされます。2つのステータス属性があり、1つは一
般的なエントリ用、もう 1つはメールサービス専用です。

表 9–2に、有効化されているスキーマに応じてチェック対象になる、スキーマタグエン
トリ内の一般およびメール固有のユーザー属性またはグループ属性を示します。

表 9–2チェック対象の属性

schematag タイプ 一般 メール固有

sims40 ユーザー inetsubscriberstatus mailuserstatus

sims40 グループ なし inetmailgroupstatus

nms41 ユーザー なし mailuserstatus

nms41 グループ なし なし

Messaging Server 5.0 ユーザー inetuserstatus mailuserstatus

Messaging Server 5.0 グループ なし inetmailgroupstatus

必要に応じて、option.datファイルにある LDAP_USER_STATUSおよび LDAP_GROUP_STATUS

MTAオプションを使用して、前者はユーザー用、後者はグループ用に、別の一般ステー
タス属性を選択することができます。メール固有のユーザーおよびグループのステータ
ス属性は、LDAP_USER_MAIL_STATUSおよび LDAP_GROUP_MAIL_STATUSの各MTAオプションで
制御します。
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このチェックで使用されるもう 1つの要素は、ドメイン自体のステータス
(LDAP_DOMAIN_ATTR_STATUSおよび LDAP_DOMAIN_ATTR_MAIL_STATUS)です。全部で 4つのス
テータス属性があります。これらのステータスは、次に示す順序で考慮されることに
よって組み合わせられます。

1. ドメインステータス
2. ドメインメールステータス
3. ユーザーまたはグループのステータス
4. メールユーザーまたはメールグループのステータス

これらのうち、「active」以外のステータスを示す最初のステータスは、ほかのステータ
スより優先されます。これ以外に許容されるステータス値は、「inactive」、
「deleted」、「removed」、「disabled」、「hold」、および「overquota」です。
「hold」、「disabled」、および「removed」ステータスは、メールドメイン、メールユー
ザー、またはメールグループのみに指定されます。「overquota」ステータスは、メール
ドメインステータスまたはメールユーザーステータスとしてのみ指定されます。

特定のステータス属性が存在しない場合、すべてのステータスはデフォルトの「active」
になります。不明なステータス値は、「inactive」として解釈されます。

4つのステータスが組み合わせられると、ユーザーまたはグループに次のステータスが可
能になります。「active」、「inactive」、「deleted」、「removed」、「disabled」、
「hold」、および「overquota」。activeステータスの場合、エイリアス処理が続行されま
す。inactiveまたは overquotaステータスの場合、4xx (一時的)エラーが発生し、アドレス
はただちに拒否されます。deleted、removed、および disabledステータスの場合、5xx (永
続的)エラーが発生し、アドレスはただちに拒否されます。holdステータスの場合、ス
テータス処理に関しては activeとして扱われますが、内部フラグが設定されます。これに
よって、あとで配信オプションが考慮される際、既存のオプションはいずれも、単一
の「hold」エントリが含まれているオプションリストで上書きされます。

UIDチェック
次に必要な処理は、エントリのUIDを考慮することです。UIDはさまざまな目的で使用
されます。UIDはユーザーエントリの一部である必要があり、グループエントリに含ま
れていることもあります。UIDがないユーザーエントリは無視され、このエイリアス
URLの処理はエラー終了します。ホストしているドメインのエントリのUIDは、実
UID、区切り文字、およびドメインで構成できます。MTAでは実UIDのみを必要とする
ので、ほかの構成要素が存在する場合は、option.datファイルにある
LDAP_DOMAIN_ATTR_UID_SEPARATORMTAオプションで取得したドメイン区切り文字を使用
して削除されます。

あまりないことですが、uid以外の属性でUIDが保存される場合には、別の属性を使用
するように LDAP_UID MTAオプションで設定できます。

メッセージの取得
次に、メッセージ取得アドレスを指定するために使用される LDAP属性がチェックされ
ます。この目的で使用される属性は、LDAP_CAPTUREMTAオプションで指定されている必
要があります。デフォルトはありません。この属性の値はアドレスとして扱われます。
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特殊な「取得」通知が生成され、このアドレスに送信されます。この通知には、現在の
メッセージが添付されています。また、取得アドレスは、アドレスが以後、エンベロー
プ from:アドレスとして表示される場合に、アドレスリバースキャッシュをシードするた
めに使用されます。

リバースキャッシュをシードする
次に、プライマリアドレスおよびユーザーエントリに添付されたエイリアスが考慮され
ます。この情報は、アドレスリバースキャッシュをシードするために使用されます。こ
の情報は、現在のアドレス変換プロセスでは使用されません。最初に、プライマリアド
レス、個人名、受取人制限、受取人の遮断、およびソースブロック制限の各属性が考慮
されます。プライマリアドレスは通常、「mail」属性に保存されていますが、
LDAP_PRIMARY_ADDRESSMTAオプションを適切に設定することによって別の属性を指定で
きます。当然、プライマリアドレスはそれ自身にリバースされます。これ以外の属性に
は、デフォルトの属性はありません。これらの属性を使用する場合は、
LDAP_PERSONAL_NAME (513ページの「不在返信メッセージの自動返信の属性」を参照)、
LDAP_RECIPIENTLIMIT、LDAP_RECIPIENTCUTOFF (411ページの「メッセージの受取人を制限
する」を参照)、および LDAP_SOURCEBLOCKLIMIT (407ページの「絶対的なメッセージサイ
ズ制限を指定する」を参照)の各MTAオプションで指定する必要があります。このとき
に、対応するドメインレベルの受取人制限、受取人の遮断、ソースブロック制限の各属
性も考慮されます。ユーザーレベルの設定は、ドメインレベルの設定より完全に優先さ
れます。

次に、セカンダリアドレスが考慮され、各セカンダリアドレスのキャッシュエントリが
作成されます。セカンダリアドレスには 2種類あります。アドレスリバースの対象にな
るものと、ならないものです。アドレスリバースキャッシュを適切にシードするために
は両者とも考慮する必要があります。メッセージ取得要求があるかどうかをあらゆる場
合にチェックする必要があるためです。

リバース対象になるセカンダリアドレスは通常、mailAlternateAddress属性に保存され
ています。別の属性は、LDAP_ALIAS_ADDRESSESMTAオプションで指定できます。リバー
ス対象にならないセカンダリアドレスは通常、mailEquivalentAddress属性に保存されて
います。別の属性は、LDAP_EQUIVALENCE_ADDRESSESMTAオプションで指定できます。

メールホストおよびルーティングアドレス
ここでは、mailhostおよび mailRoutingAddressの各属性が考慮されます。考慮される実
際の属性は、LDAP_MAILHOSTおよび LDAP_ROUTING_ADDRESSの各MTAオプションで変更で
きます。これらの属性は同時に機能し、現時点でアドレスを有効化するべきかどうか、
または別のシステムに転送するべきかどうかを決定します。

最初に、mailhostがこのエントリにとって有効であるかどうかが判断されます。エント
リに対してアクティブな配信オプションの事前チェックは、エントリがメールホスト固
有であるかどうかを確認するために実行されます。メールホスト固有でない場合、
mailhostチェックは省略されます。このチェック方法については、222ページの「配信オ
プションの処理」を参照し、特に #フラグについての説明を確認してください。

ダイレクト LDAPのアルゴリズムと実装

第 9章 • MTAのアドレス変換とルーティング 219



ユーザーエントリの場合、mailhost属性を有効にするには、この属性がローカルシステ
ムを特定している必要があります。mailhost属性は、local.hostname configutilパラメー
タの値および local.imta.hostnamealiases configutilパラメータによって指定されている
値のリストと比較されます。mailhost属性は、これらのいずれかと一致した場合、ロー
カルホストを特定していると見なされます。

一致が見つかった場合、エイリアスをローカルで有効にすることができ、エイリアス処
理は続行されます。一致が見つからない場合、メッセージを有効にするには、メールホ
ストに転送する必要があります。次の形式の新しいアドレスが構築されます。

@mailhost:user @domain

これがエイリアス展開操作の結果になります。

欠落している mailhost属性の処理は、エントリがユーザーであるかグループであるかに
よって異なります。ユーザーの場合、メールホストは不可欠であり、mailhost属性が存
在しない場合は次の形式の新しいアドレスが構築されます。

@smarthost: user@domain

このとき、 LDAP_DOMAIN_ATTR_SMARTHOST MTAオプションによって決定されたドメインの
スマートホストが使用されます。ドメインのスマートホストが存在しない場合は、エ
ラーが表示されます。

グループの場合、メールホストは必須ではなく、メールホストの欠落は、任意の場所で
グループが拡張可能であるという意味に解釈されます。したがって、エイリアス処理は
続行されます。

mailRoutingAddress属性によって、最後に 1つ問題が追加されます。この属性が存在する
場合、エイリアス処理は mailRoutingAddressを結果として終了します。ただし、メール
ホストが存在する場合、そのメールホストが mailRoutingAddressにソースルートとして
追加されます。

その他の属性のサポート
次に、mailMsgMaxBlocks属性が考慮されます。最初に、この属性
は、LDAP_DOMAIN_ATTR_BLOCKLIMITMTAオプションから返されたドメインのブロック制限
で最小化されます。現在のメッセージのサイズが制限を超過していると認識された場
合、エイリアス処理はサイズ超過エラーで終了します。サイズが不明である場合、また
は制限を超過していない場合、この制限は保存され、あとでメッセージ自体がチェック
されるときに再チェックされます。mailMsgMaxBlocksの使用は、LDAP_BLOCKLIMITMTAオ
プションで変更できます。

次に、いくつかの属性に対してアクセスと保存が行われます。最終的には、これらの属
性はキューファイルエントリに書き込まれ、ims_masterチャネルプログラムによって使
用されます。このプログラムはその後、この属性を使用してストアのユーザー情報
キャッシュを更新します。個々のユーザーの属性が見つからない場合、ドメインレベル
の属性を使用してデフォルトを設定できます。
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この処理は、LDAPエントリがユーザーではなくグループのものである場合、または
LDAPエントリが LDAPディレクトリではなくエイリアスキャッシュに由来する場合は、
スキップされます。後者の基準の背後にある論理は、この情報を頻繁に更新することは
不必要であるということと、エイリアスキャッシュを使用すれば、更新が行われるべき
時期についての合理的な基準が提供されるということです。取得される属性の名前は、
さまざまなMTAオプションによって設定されます。

表 9–3に、取得されるディスク制限容量とメッセージ制限容量の各属性を設定するMTA
オプションを示します。

表 9–3取得されるディスク制限容量とメッセージ制限容量の各属性を設定するMTAオプション

MTAオプション 属性

LDAP_DISK_QUOTA mailQuota

LDAP_MESSAGE_QUOTA mailMsgQuota

次に、いくつかの属性があとでメタキャラクタの置換との関連で使用できるように保存
されます。

表 9–4に、MTAオプション、デフォルトの属性、およびメタキャラクタを示します。

表 9–4MTAオプション、デフォルトの属性、メタキャラクタ

MTAオプション デフォルトの属性 メタキャラクタ

LDAP_PROGRAM_INFO mailProgramDeliveryInfo $P

LDAP_DELIVERY_FILE mailDeliveryFileURL $F

LDAP_SPARE_1 デフォルトなし $1E $1G $E

LDAP_SPARE_2 デフォルトなし $2E $2G $G

LDAP_SPARE_3 デフォルトなし $3E $3G

LDAP_SPARE_4 デフォルトなし $4E $4G

LDAP_SPARE_5 デフォルトなし $5E $5G

追加の属性用のスペアスロットが含まれています。これらを使用することによってカス
タマイズされたアドレス拡張機能を構築できます。

次に、mailconversiontag属性に関連付けられている値がすべて、現在の変換タグの
セットに追加されます。この属性の名前は、LDAP_CONVERSION_TAGMTAオプションで変更
できます。ドメインの mailDomainConversionTag属性に値が関連付けられている場合は、
その値も同様に追加されます。
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配信オプションの処理
次に、mailDeliveryOption属性がチェックされます。この属性の名前
は、LDAP_DELIVERY_OPTIONMTAオプションで変更できます。これは複数の値を指定でき
るオプションであり、この値によってエイリアス変換プロセスで生成されたアドレスが
決まります。また、許可される値は、ユーザーとグループで異なります。両者に許可さ
れる値は、program、forward、および holdです。ユーザーにのみ許可される値は、
mailbox、native、unix、および autoreplyです。グループにのみ許可される値は、
members、members_offline、および fileです。

mailDeliveryOption属性から適切なアドレスへの変換は、DELIVERY_OPTIONSMTAオプ
ションによって制御されます。このオプションは、許可される mailDeliveryOption値そ
れぞれがどんなアドレスを生成するかだけではなく、mailDeliveryOptionに許可される
値は何か、またそれぞれの値がユーザー、グループ、あるいはその両方に該当するかど
うかを指定します。

このオプションの値は、deliveryoption=template ペアのコンマ区切りのリストで構成さ
れ、各ペアにはオプションの単一文字のプレフィックスが 1つまたは複数付いていま
す。

DELIVERY_OPTIONSオプションのデフォルト値は次のとおりです。

DELIVERY_OPTIONS=*mailbox=$M%$\\$2I$_+$2S@ims-ms-daemon, \

&members=*, \

*native=$M@native-daemon, \

/hold=@hold-daemon:$A, \

*unix=$M@native-daemon, \

&file=+$F@native-daemon, \

&@members_offline=*, \

program=$M%$P@pipe-daemon, \

#forward=**, \

*^!autoreply=$M+$D@bitbucket

各配信オプションは、可能な mailDeliveryOption属性値に対応します。対応するテンプ
レートは、URL処理の場合と同じメタキャラクタの置換スキームを使用して結果のアド
レスを指定します。

表 9–5に、DELIVERY_OPTIONSオプションで使用可能な単一文字のプレフィックスを示しま
す。

表 9–5DELIVERY_OPTIONSMTAオプション内のオプションで使用する単一文字のプレフィックス

文字プレ
フィックス 説明

@ メッセージを再処理チャネルにリダイレクトする必要があることを示すフラグを設定します。現在の
ユーザーやグループの処理は中止されます。再処理チャネルから発信されるメッセージについては、こ
のフラグは無視されます。

ダイレクト LDAPのアルゴリズムと実装

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月222



表 9–5DELIVERY_OPTIONSMTAオプション内のオプションで使用する単一文字のプレフィックス (続き)
文字プレ
フィックス 説明

* ユーザーに適用される配信オプションです。

& グループに適用される配信オプションです。

$ このユーザーまたはグループの展開は遅延されることを示すフラグを設定します。

^ 不在期間の開始と終了をチェックして配信オプションが有効化されているかどうかを確認する必要があ
ることを示すフラグを設定します。

# エントリの指定メールホストに対してこの配信オプションの展開を行う必要がないことを示すフラグを
設定します。つまり、続くエントリはメールホストとは無関係です。これによって、MTAは、指定され
たユーザーまたはグループのすべての配信オプションがメールホストと無関係かどうかを確認します。
無関係である場合、MTAはメールホストにメッセージを送信する必要はなく、エントリで即座に動作で
きます。

/ この配信オプションによって生成されたすべてのアドレスを保留にするフラグを設定します。これらの
受取人アドレスが記述されているメッセージファイルには、.HELD拡張が追加されます。

! 自動返信がMTAによって内部的に処理される必要があることを示すフラグを設定します。このプレ
フィックスは、自動返信の配信オプションに使用した場合にのみ意味を持ちます。このオプションの値
は、メッセージを bitbucketチャネルに送信するものである必要があります。

*と &のいずれも存在しない場合、配信オプションは、ユーザーとグループの両方に適用
されるものと見なされます。

配信オプションで使用するその他のメタキャラクタ
MTAのURLテンプレート機能の新しい使用方法をサポートするために、その他のメタ
キャラクタがいくつか追加されています。次のようなタスクがあります。

表 9–6に、配信オプションで使用するその他のメタキャラクタとその説明を示します。

表 9–6配信オプションで使用するその他のメタキャラクタ

メタキャラクタ 説明

$\ 後続のテキストを小文字にします。

$^ 後続のテキストを大文字にします。

$_ 後続のテキストの大文字と小文字を変換しません。

$nA アドレスの n番目の文字を挿入します。最初の文字は文字 0です。nが省略されている場合は、アド
レス全体が置換されます。このメタキャラクタは、自動返信ディレクトリパスを構築するために使用
されます。

$D アドレスのドメイン部分を挿入します。
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表 9–6配信オプションで使用するその他のメタキャラクタ (続き)
メタキャラクタ 説明

$nE n番目のスペア属性の値を挿入します。nが省略されている場合は、最初の属性が使用されます。

$F 配信ファイル名 (mailDeliveryFileURL属性)を挿入します。

$nG n番目のスペア属性の値を挿入します。nが省略されている場合は、2番目の属性が使用されます。

$nH 元のアドレスのドメインの、0から数えて n番目のコンポーネントを挿入します。nが省略されている
場合、デフォルトは 0です。

$nI エイリアスに関連付けられているホストしているドメインを挿入します。このメタキャラクタは、整
数パラメータ nを受け入れます。このパラメータのセマンティクスについては、表 9–7を参照してく
ださい。

$nJ ホストドメインの、0から数えて n番目の部分を挿入します。nのデフォルトは 0です。

$nO 現在のアドレスに関連付けられているソースルートを挿入します。このメタキャラクタは、整数パラ
メータ nを受け入れます。このパラメータのセマンティクスについては、表 9–7を参照してくださ
い。

$K ユーザーまたはグループのオブジェクトクラスと一致する LDAPフィルタを挿入します。出力専用の
MTAオプション LDAP_UG_FILTERの説明を参照してください。

$L アドレスのローカル部分を挿入します。

$nM UIDの n番目の文字を挿入します。最初の文字は文字 0です。nが省略されている場合は、UID全体
が置換されます。

$P プログラム名 (mailProgramDeliveryInfo属性)を挿入します。

$nS 現在のアドレスに関連付けられているサブアドレスを挿入します。このメタキャラクタは、整数パラ
メータ nを受け入れます。このパラメータのセマンティクスについては、表 9–7を参照してくださ
い。

$nU 現在のアドレスのメールボックス部分から引用符が削除された形式での、n番目の文字を挿入しま
す。最初の文字は文字 0です。nが省略されている場合は、引用符なしのメールボックス全体が置換
されます。

$nX メールホストの n番目のコンポーネントを挿入します。nが省略されている場合は、メールホスト全
体が挿入されます。

表 9–7に、各整数パラメータに対応する $nIおよび $nSのメタキャラクタの動作を示しま
す。

表 9–7 $nIおよび $nSのメタキャラクタの動作変更を制御する整数

整数 動作の説明

0 値が使用不可である場合に失敗します (デフォルト)。
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表 9–7 $nIおよび $nSのメタキャラクタの動作変更を制御する整数 (続き)
整数 動作の説明

1 ある値が使用可能である場合に値を挿入します。それ以外の場合は何も挿入しませ
ん。

2 ある値が使用可能である場合に値を挿入します。それ以外の場合は何も挿入せず、前
の文字を削除します (この特殊な動作は、ims-msチャネルによって必要とされる)。

3 ある値が使用可能である場合に値を挿入します。それ以外の場合は何も挿入せず、後
続の文字を無視します。

メタキャラクタに加えて、表 9–8で示すように、2つの特殊なテンプレート文字列があり
ます。

表 9–8特殊なテンプレート文字列

特殊なテンプレート文字列 説明

* グループの拡張を実行します。この値はユーザーエントリに対して
は無効です。

** LDAP_FORWARDING_ADDRESSMTAオプションによって指定されている
属性を拡張します。これによってデフォルトの
mailForwardingAddressになります。

たとえば、グループ拡張の場合、ユーザーの mailDeliveryOption値が mailboxに設定され
ていると、UID、パーセント記号 (適用可能な場合はこのあとにホストしているドメイン
が続く)、プラス記号 (指定されている場合はこのあとにサブアドレスが続く)、および
@ims-ms-daemonで構成される新規アドレスが作成されます。

配信オプションのデフォルト
この時点でアクティブな配信オプションのリストが空である場合、リストの最初のオプ
ション (通常はメールボックス)がユーザー用にアクティブ化され、リストの 2番目のオ
プション (通常はメンバー)がグループ用にアクティブ化されます。

開始日と終了日のチェック
配信オプションリストが読み取られた後、開始日と終了日のチェックが実行されます。
それぞれの属性名は、LDAP_START_DATE (デフォルトは vacationStartDate )および
LDAP_END_DATE (デフォルトは vacationEndDate)の各MTAオプションで制御します。1つ
以上のアクティブな配信オプションで ^プレフィックス文字を指定した場合、これらの
オプションの値は、現在の日付と照らしてチェックされます。現在の日付がこれらのオ
プションで指定されている範囲に含まれていない場合、プレフィックス ^付きの配信オ
プションは、アクティブなセットから削除されます。詳細は、513ページの「不在返信
メッセージの自動返信の属性」を参照してください。
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Optin属性とPresence属性
LDAP_OPTINMTAオプションを使用すると、スパムフィルタの opt-in値のリストを含んで
いる LDAP属性を指定できます。このオプションが指定されている場合で、かつ属性が
存在する場合は、現在のスパムフィルタの opt-inリストに追加されます。
LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTIN MTAオプションで設定されているドメインレベルの属性によって
設定されている値もリストに追加されます。

LDAP_PRESENCEMTAオプションを使用すると、ユーザーの存在情報を返すように解決可能
なURLを指定できます。このオプションが指定されている場合で、かつ属性が存在する
場合、その値は Sieveによる存在テストに関連して使用できるように保存されます。
LDAP_DOMAIN_ATTR_PRESENCEMTAオプションによって設定されるドメインレベル属性は、
ユーザーエントリの値がない場合に、このURLのソースとして使用されます。

Sieveフィルタの処理
次に、このエントリに適用される Sieveフィルタがあるかどうかについて
mailSieveRuleSource属性がチェックされます。この属性が存在する場合、属性はこの時
点でパースされ、保存されます。この属性の値としては、完全な Sieveスクリプトが含ま
れている単一の値または各値に 1個の Sieveスクリプトが含まれている複数の値の 2つの
形式が可能です。後者の形式は、Webフィルタ作成インタフェースによって作成されま
す。それぞれの値を順番に並べて適切につなげるための特別なコードが使用されます。

mailSieveRuleSource属性の使用は、LDAP_FILTERMTAオプションで変更できます。

据え置き処理の制御
次に、mailDeferProcessing属性がチェックされます。この属性は、LDAP_REPROCESSMTA
オプションで変更できます。この属性が存在し、noに設定されている場合、処理は通常
どおりに続行されます。属性が yesに設定されていて、現在のソースチャネルが再処理
チャネルではない場合、このエントリの拡張は異常終了し、元の user@domainアドレスが
再処理チャネルのキューに入れられます。この属性が存在しない場合、配信オプション
の処理に関連付けられている据え置き処理の文字プレフィックスの設定がチェックされ
ます。222ページの「配信オプションの処理」を参照してください。ユーザーのデフォル
トは noです。グループのデフォルトは、MTAオプション DEFER_GROUP_PROCESSINGで制御
されます。このオプションのデフォルトは 1 (yes)です。この時点で、ユーザーエントリ
のエイリアス処理は終了します。

グループ拡張属性
その他のいくつかの属性はグループ拡張に関連付けられており、この時点で処理される
必要があります。これらの属性の名前はすべて、さまざまなMTAオプションで設定可能
です。

表 9–9に、デフォルトの属性名、属性名を設定するMTAオプション、およびMTAによる
属性の処理方法を示します。この表での要素の順序は、各グループ属性が処理される順
序を示しています。正しく動作するには、この順序が不可欠です。
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表 9–9グループ拡張のデフォルト属性および設定用MTAオプション

デフォルトの属性 (属性名を設定するMTAオプション)属性の処理方法

mgrpMsgRejectAction (LDAP_REJECT_ACTION)後続のアクセスチェックのいずれかが失敗した場合の処理を制御
する単一値の属性。1つの値 TOMODERATORだけが定義されており、設定する
と、mgrpModerator属性で指定したモデレータにアクセスのエラーをすべてリダイレク
トするようにMTAに指示します。デフォルト (およびこの属性のほかの値すべて)で
は、エラーを報告し、メッセージは拒否されます。

mailRejectText (LDAP_REJECT_TEXT)この属性の最初の値に格納された最初の行が保存されます。後続の
認証属性のいずれかが原因でメッセージが拒否された場合、このテキストが返されま
す。テキストは SMTP応答に表示されるため、現在のメッセージング規格に準拠するに
は、値はUS-ASCIIに制限する必要があります。

mgrpBroadcasterPolicy (LDAP_AUTH_POLICY)グループへの送信を行うために必要な認証のレベルを指定します。
可能なトークンは SMTP_AUTH_REQUIREDまたは AUTH_REQであり、どちらも、グループへ
の送信を行う場合に差出人を特定するために SMTPAUTHコマンドを使用する必要があ
ることを意味します。また、PASSWORD_REQUIRED、PASSWD_REQUIRED、または PASSWD_REQ

も可能なトークンであり、これらはどれも、mgrpAuthPassword属性で指定されている
リストのパスワードがメッセージのApproved:ヘッダーフィールドに存在する必要があ
ることを意味します。ORは、このリストの OR_CLAUSESMTAオプションの設定を 1に変
更します。ANDは、このリストの OR_CLAUSESMTAオプションの設定を 0に変更しま
す。NO_REQUIREMENTSは演算を行いません。複数の値を指定でき、各値を、コンマ区切
りのトークンのリストにすることも可能です。

SMTPAUTHが呼び出された場合は、後続の認証チェックが、MAILFROMアドレスで
はなく、SASLレイヤーによって提供された電子メールアドレスに照らして実行される
ことも意味します。

mgrpAllowedDomain (LDAP_AUTH_DOMAIN)このグループへのメッセージの送信を許可されたドメイ
ン。OR_CLAUSESMTAオプションが 0 (デフォルト)に設定されているとき、一致がない場
合はアクセスチェックが失敗したことを意味し、後続のテストはすべて省略されます。
OR_CLAUSESMTAオプションが 1に設定されているとき、一致がない場合は「failure
pending」フラグが設定されます。アクセスチェックが成功するためには、ほかのいく
つかのアクセスチェックが成功する必要があります。送信者が LDAP_AUTH_URLと一致す
ることがすでに確認されている場合、このチェックは省略されます。複数の値を指定で
き、グローバルな形式のワイルドカードも使用できます。

mgrpDisallowedDomain (LDAP_CANT_DOMAIN)このグループへのメッセージの送信を許可されていないドメイン。
一致がある場合は、アクセスチェックが失敗したことを意味し、後続のテストはすべて
省略されます。送信者が LDAP_AUTH_URLと一致することがすでに確認されている場合、
このチェックは省略されます。複数の値を指定でき、グローバルな形式のワイルドカー
ドも使用できます。
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表 9–9グループ拡張のデフォルト属性および設定用MTAオプション (続き)
デフォルトの属性 (属性名を設定するMTAオプション)属性の処理方法

mgrpAllowedBroadcaster (LDAP_AUTH_URL)このグループへのメールの送信を許可されているメールアドレスを特
定するURL。複数の値を指定できます。各URLはアドレスのリストに拡張され、各ア
ドレスは現在のエンベロープ from:アドレスに照らしてチェックされます。OR_CLAUSES

MTAオプションが 0 (デフォルト)に設定されているとき、一致がない場合はアクセス
チェックが失敗したことを意味し、後続のテストはすべて省略されます。OR_CLAUSES

MTAオプションが 1に設定されているとき、一致がない場合は「failure pending」フラ
グが設定されます。アクセスチェックが成功するためには、ほかのいくつかの許可され
ているアクセスチェックが成功する必要があります。一致がある場合は、後続のドメイ
ンアクセスチェックも省略されます。実行される展開は、すべてのアクセス制御
チェックを無効にした場合の SMTP EXPNに似ています。

mgrpDisallowedBroadcaster (LDAP_CANT_URL)このグループへのメールの送信を許可されていないメールアドレスを
特定するURL。複数の値を指定できます。各URLはアドレスのリストに拡張され、各
アドレスは現在のエンベロープ from:アドレスに照らしてチェックされます。一致があ
る場合は、アクセスチェックが失敗したことを意味し、後続のテストはすべて省略され
ます。実行される展開は、すべてのアクセス制御チェックを無効にした場合の SMTP
EXPNに似ています。

mgrpMsgMaxSize (LDAP_ATTR_MAXIMUM_MESSAGE_SIZE)グループへ送信できる最大のメッセージサイズ (バイ
ト数)。この属性は廃止されましたが、下位互換性を保つためにサポートされていま
す。代わりに新しい mailMsgMaxBlocks属性を使用する必要があります。

mgrpAuthPassword (LDAP_AUTH_PASSWORD)リストに投稿するために必要なパスワードを指定します。
mgrpAuthPassword属性が存在することによって、再処理は通過します。メッセージが再
処理チャネルのキューに入れられると、ヘッダーからパスワードが取得され、エンベ
ロープに配置されます。その後、再処理中に、パスワードはエンベロープから取得さ
れ、この属性に照らしてチェックされます。また、実際に使用されているパスワードの
みがヘッダーフィールドから削除されます。

OR_CLAUSESMTAオプションは、この属性に対しても、ほかのアクセスチェック属性
に対する場合と同様に機能します。

mgrpModerator (LDAP_MODERATOR_URL)この属性によって指定されるURLのリスト。一連のアドレスに拡
張されます。このアドレスリストの解釈は、LDAP_REJECT_ACTIONMTAオプションの設
定によって異なります。LDAP_REJECT_ACTIONが TOMODERATORに設定されている場合、こ
の属性によって、アクセスチェックのいずれかが失敗した場合のメッセージ送信先とな
るモデレータのアドレスが指定されます。LDAP_REJECT_ACTIONが設定されていない場
合、または別の値が設定されている場合は、アドレスリストはエンベロープ fromアド
レスと比較されます。一致が存在する場合、処理は続行されます。一致が存在しない場
合、メッセージはこの属性で指定されているすべてのアドレスに再送信されます。この
属性の拡張は、この属性の値をグループのURLリストにすることによって実装されま
す。RFC822アドレスのリストまたはグループに関連付けられたDNのリストはすべて
消去され、グループ用の配信オプションは、membersに設定されます。また、この表に
リストされている後続のグループ属性は無視されます。

mgrpDeliverTo (LDAP_GROUP_URL1) URLのリストであり、展開すると、メーリングリストのメンバーの
アドレスが一覧表示されます。
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表 9–9グループ拡張のデフォルト属性および設定用MTAオプション (続き)
デフォルトの属性 (属性名を設定するMTAオプション)属性の処理方法

memberURL (LDAP_GROUP_URL2) URLのリストであり、展開すると、メーリングリストのメンバーの
アドレスが一覧表示されます。

uniqueMember (LDAP_GROUP_DN)グループメンバーのDNのリスト。DNはサブツリー全体を示す場合が
あります。一意のメンバーDNは、LADPURLに埋め込むことによって拡張されます。
使用するURLは、GROUP_DN_TEMPLATEMTAオプションで正確に指定します。このオプ
ションのデフォルト値は、次のとおりです。ldap:///$A?mail?sub?(mail=*)

$Aは、uniqueMemberDNの挿入点を指定しています。

mgrpRFC822MailMember (LDAP_GROUP_RFC822)このリストのメンバーのメールアドレス。

rfc822MailMember (LDAP_GROUP_RFC822) rfc822MailMemberは下位互換性のためにサポートされています。
任意の指定グループで rfc822MailMemberまたは mgrpRFC822MailMemberのいずれかを使用
できますが、両方同時には使用できません。

mgrpErrorsTo (LDAP_ERRORS_TO)エンベロープ発信元 (MAILFROM)アドレスを、属性によって指定さ
れている任意の値に設定します。

mgrpAddHeader (LDAP_ADD_HEADER)属性で指定されているヘッダーを、ヘッダートリミングADDオプ
ションにします。

mgrpRemoveHeader (LDAP_REMOVE_HEADER)指定されているヘッダーを、ヘッダートリミング MAXLINES=-1オ
プションにします。

mgrpMsgPrefixText (LDAP_PREFIX_TEXT)指定テキストがある場合は、それをメッセージテキストの先頭に追
加します。

mgrpMsgSuffixText (LDAP_SUFFIX_TEXT)指定テキストがある場合は、それをメッセージテキストの末尾に追
加します。

No Default (LDAP_ADD_TAG)指定されたテキストが件名に存在するかどうかをチェックします。
存在しない場合は、テキストを件名のフィールドの先頭に追加します。

次の最終的な属性は、SMTPの EXPNコマンドの一部として、特殊なグループ拡張の場合
にチェックされます。mgmanMemberVisibilityまたは expandableです。LDAP_EXPANDABLE

MTAオプションを使用すると、チェック対象としてさまざまな属性を選択できます。指
定可能な値は次のとおりです。anyone (だれでもグループを拡張できる)、allまたは true

(ユーザーは SASLで認証されていないと、拡張が許可されない)、および none (拡張は許
可されていない)です。認識不能な値は、noneと解釈されます。属性が存在しない場合、
EXPANDABLE_DEFAULTMTAオプションによって拡張を許可するかどうかが制御されます。

エイリアスエントリは、ドメインエントリと似た方法でキャッシュされます。エイリア
スキャッシュを制御するMTAオプションは、ALIAS_ENTRY_CACHE_SIZE (デフォルト 1000
エントリ)および ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUT (デフォルト 600秒)です。このエイリアス用
に LDAPから返される値は、キャッシュに保管されます。

エイリアスエントリのネガティブキャッシングは、ALIAS_ENTRY_CACHE_NEGATIVEMTAオ
プションで制御します。ゼロ以外の値の場合、エイリアス一致エラーのキャッシュが有
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効になります。値がゼロの場合は無効になります。デフォルトでは、エイリアスエント
リのネガティブキャッシングは無効になっています。無効なアドレスが繰り返し指定さ
れることは、実際は頻繁には起こり得ないという理論です。また、ネガティブキャッシ
ングが実行されることによって、ディレクトリに追加された新規ユーザーをタイムリー
に認識できなくなる場合があります。ただし、バニティードメインが多用されている状
況では、サイトはエイリアスのネガティブキャッシングを有効にすることを検討する必
要があります。ALIAS_URL0で指定されているURLによって実行される検索は、成功する
可能性が低くなります。

アドレスリバース
ダイレクト LDAPを使用してアドレスリバースを実行するには、まず、
USE_REVERSE_DATABASEの値を 4に設定します。これによってリバースデータベースの使用
が無効になります。その後、前述したルーティング機能を使用します。以前のバー
ジョンでは、次の形式のリバースURLの指定からアドレスリバースが開始されました。

REVERSE_URL=ldap:///$V?mail?sub?$Q

$Vメタキャラクタについては、すでにエイリアスURLの関連で説明したとおりです。た
だし、$Qメタキャラクタは、エイリアスURLで使用される $Rメタキャラクタと非常によ
く似ていますが、アドレスリバース専用に使用されます。$Rとは異なり、$Qでは、アド
レスリバースの候補であるアドレスを含んでいる属性を検索するフィルタが生成されま
す。検索対象になる属性のリストは、MTAオプション LDAP_MAIL_REVERSESで指定しま
す。このオプションが設定されていない場合は、local.imta.schematag configutilパラ
メータが調べられ、その値に応じて適切なデフォルト属性のセットが選択されます。

表 9–10に、local.imta.schematagの値と選択されるデフォルト属性を示します。

表 9–10local.imta.schematagの値と属性

スキーマタグ値 属性

sims40 mail,rfc822mailalias

nms41 mail,mailAlternateAddress

ims50 mail,mailAlternateAddress

ただし、$Qの使用は、現在は不適切になっています。メッセージの取得やその他の機能
を正しく実行するために、アドレスリバースの機能は向上されており、一致があるとい
う事実に加えて、一致した属性に注意を払うようになっています。つまり、$Qの代わり
に $Rを使用してフィルタを指定する必要があります。また、$Nメタキャラクタが追加さ
れていますが、これはアドレスリバース対象の属性のリストを返します。結果のオプ
ション値は、次のとおりです。

REVERSE_URL=ldap:///$V?$N?sub?$R
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local.imta.schematagはコンマ区切りのリストにできます。複数のスキーマがサポート
されている場合は、組み合わせて重複を削除した属性のリストが使用されます。

また、フィルタは、最初に指定されたアドレスを検索するだけではなく、同じローカル
部分を持ちながらドメインツリーで実際に見つかったドメインを含むアドレスも検索し
ます。このドメインは 207ページの「書き換えルールの機能」の手順 2で保存されたもの
です。ドメインツリー検索の反復性は、この 2つのアドレスが異なる可能性があること
を意味します。

たとえば、ドメイン siroe.comがドメインツリーに存在し、MTAによって次のアドレス
が認識されたと仮定します。

u@host1.siroe.com

$Rおよび ims50スキーマタグの展開の結果から得られるフィルタは、次のようになりま
す。

(|(mail=u@siroe.com)

(mail=u@host1.siroe.com)

(mailAlternateAddress=u@siroe.com)

(mailAlternateAddress=u@host1.siroe.com)

(mailEquivalentAddress=u@siroe.com)

(mailEquivalentAddress=u@host1.siroe.com))

リバースURLによって、正規化されたアドレスを含んでいる属性が明示的に指定されて
います。これは通常、メール属性です。

URLが構築された後、LDAP検索が実行されます。検索が成功した場合、最初に返された
属性値によって元のアドレスが置き換えられます。検索が失敗した場合、またはエラー
が発生した場合は、元のアドレスは変更されません。

アドレスリバース処理が実行される頻度、特にメッセージヘッダーに表示されるアドレ
スの数および必要なディレクトリ照会による負担を考慮すると、否定的な結果と肯定的
な結果の両方をキャッシュする必要があります。これは、開鎖型の、動的に拡張された
メモリ内ハッシュテーブルを使用して実装します。キャッシュの最大サイズは
REVERSE_ADDRESS_CACHE_SIZEMTAオプションで設定します (デフォルトは 100000)。
キャッシュ内のエントリのタイムアウトは REVERSE_ADDRESS_CACHE_TIMEOUT MTAオプ
ションで設定します (デフォルトは 600秒)。実際は、キャッシュにはアドレス自体が保存
され、LDAPURLや LDAP結果は保存されません。
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非同期 LDAP動作
非同期検索では、パフォーマンス問題の原因となる可能性のある大きな LDAP結果全体
をメモリ内に保存する必要がありません。MTAでは、さまざまなタイプの検索を非同期
で実行するための機能が提供されます。

非同期 LDAP検索の使用は、MTAオプション LDAP_USE_ASYNCで制御します。このオプ
ションはビットエンコードされた値です。各ビットは、設定されている場合、MTA内の
特定の LDAPの使用と連動して、非同期 LDAP検索の使用を有効にします。

表 9–11に、option.datファイルの LDAP_USE_ASYNCMTAオプションに設定するビットと値
を示します。

表 9–11LDAP_USE_ASYNCMTAオプションの設定

ビット 値 LDAPの具体的な使用法

0 1 LDAP_GROUP_URL1 (mgrpDeliverTo) URL

1 2 LDAP_GROUP_URL2 (memberURL) URL

2 4 LDAP_GROUP_DN (UniqueMember) DN

3 8 auth_list、moderator_list、sasl_auth_list、および
sasl_moderator_listの非定位置リストパラメータURL

4 16 cant_list、sasl_cant_list非定位置リストパラメータURL

5 32 originator_reply非定位置リストパラメータURL

6 64 deferred_list、direct_list、hold_list、nohold_list非定位置リスト
パラメータURL

7 128 username_auth_list、username_moderator_list、username_cant_list非
定位置リストパラメータURL

8 256 エイリアスファイルリストのURL

9 512 エイリアスデータベースリストのURL

10 1024 LDAP_CANT_URL (mgrpDisallowedBroadcaster)外部レベルURL

11 2048 LDAP_CANT_URL内部レベルURL

12 4096 LDAP_AUTH_URL (mgrpAllowedBroadcaster)外部レベルURL

13 8192 LDAP_AUTH_URL内部レベルURL

14 16384 LDAP_MODERATOR_URL (mgrpModerator) URL

LDAP_USE_ASYNCMTAオプションのデフォルトは 0です。つまり、非同期 LDAP検索はデ
フォルトでは無効です。
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設定のまとめ
ダイレクト LDAPを有効にするには、次のMTAオプションを設定する必要があります。

ALIAS_MAGIC=8764

ALIAS_URL0=ldap:///$V?*?sub?$R

USE_REVERSE_DATABASE=4

USE_DOMAIN_DATABASE=0

REVERSE_URL=ldap:///$V?mail?sub?$Q

バニティードメインをサポートする場合は、次のような追加のオプションを設定する必
要があります。

DOMAIN_MATCH_URL=ldap:///$B?msgVanityDomain?sub? \

(msgVanityDomain=$D)

ALIAS_URL1=ldap:///$B?*?sub? (&(msgVanityDomain=$D)$R)

ALIAS_URL2=ldap:///$1V?*?sub?(mailAlternateAddress=@$D)

これらのオプションのうち最後のものは、ホストドメインとバニティードメインの両方
で、ローカル部分にワイルドカードが指定されているケースも処理することに注意して
ください。ワイルドカードが指定されたローカル部分のサポートが必要であり、バニ
ティードメインのサポートが不要な場合は、次のオプションを代わりに使用してくださ
い。

ALIAS_URL1=ldap:///$V?*?sub?&(mailAlternateAddress=@$D)

filter ssrd:$A節は、MTA設定ファイル (imta.cnf)内の ims-msチャネル定義から削除す
る必要があります。
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MTAサービスと設定について

この章では、一般的なMTAサービスと設定について説明します。より具体的で詳細な説
明については、ほかの章を参照してください。この章には、次の節があります。

� 235ページの「MTA設定をコンパイルする」
� 237ページの「MTA設定ファイル」
� 239ページの「マッピングファイル」
� 253ページの「その他のMTA設定ファイル」
� 263ページの「エイリアス」
� 265ページの「コマンド行ユーティリティー」
� 265ページの「SMTPセキュリティーとアクセス制御」
� 265ページの「ログファイル」
� 265ページの「内部形式から公的な形式にアドレスを変換するには」
� 272ページの「配信ステータス通知メッセージを制御する」
� 284ページの「MDN (Message DispositionNotifications)を制御する」

MTA設定をコンパイルする
imta.cnf、mappings、aliases、option.datなどのMTA設定ファイルを変更した場合
は、設定をコンパイルしなおす必要があります。これにより、設定ファイルが共有メモ
リ内の単一のイメージ (UNIXの場合)、またはダイナミックリンクライブラリ (NTの場
合)にコンパイルされます。

コンパイルされた設定には、静的な部分と動的で再読み込み可能な部分があります。動
的な部分が変更された場合に imsimta reloadを実行すると、実行中のプログラムに
よって動的なデータが再読み込みされます。動的な部分とは、マッピングテーブル、エ
イリアス、検索テーブルです。

設定情報のコンパイルは、主にパフォーマンス向上のために行います。コンパイルされ
た設定を使用するもう 1つの利点は、設定の変更を簡単にテストできることです。これ
は、コンパイルされた設定が使用されているときに設定ファイル自体は「実行中」では
ないからです。
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チャネルプログラムなどのMTAコンポーネントは、設定ファイルの読み込みが必要にな
るたびに、コンパイルされた設定が存在するかどうかをチェックします。存在する場合
は、そのイメージが実行中のプログラムに添付されます。イメージの添付処理に失敗す
ると、MTAは代わりに古い方法であるテキストファイルの読み込みを実行します。

reverse、forward、または一般データベースを変更した場合は、imsimta reloadコマンド
を発行して変更を有効にしてください。job_controllerに影響を及ぼさない imta.cnf、
mappingsファイル、aliases、conversions、または option.datファイルを変更した場合
は、imsimta cnbuildに続けて imsimta restart smtpを発行する必要があります。
dispatcher.cnfを変更した場合は、imsimta restart dispatcherを実行する必要がありま
す。変更する設定ファイルが、ジョブコントローラには影響を与えるが、SMTPサーバー
には影響を与えないコンパイル済みの設定に含まれる場合には、大抵、コマンドimsimta

cnbuildおよび imsimta restart job_controllerを発行する必要があります。

変更する設定ファイルが、SMTPサーバーとジョブコントローラの両方に影響を与えるコ
ンパイル済みの設定に含まれる場合は、次のコマンドを発行する必要があります。

imsimta cnbuild

imsimta restart smtp

imsimta restart job_controller

これらのコマンドの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「MTACommands」を参照してください。

ほかにも、次の場合にジョブコントローラを再起動する必要があります。

� コントローラ設定ファイルである job_controller.cnfや job_controller.site、または
job_controller.cnfにインクルードされるいずれかのファイルを変更した場合。

� imta.cnfファイル内で、チャネルキーワード pool、maxjobs、master、slave、single、
single_sys、multipleを追加または使用変更した場合。imta.cnf内の threaddepthチャネ
ルキーワードの追加または変更は、imsimta cache -change -thread_depth=...を使って処
理できます。

� コントローラが既存のチャネルジョブをタイムアウトするまで待つのではなく、マス
ターチャネルジョブへの変更が即座に反映されるようにする場合は、MTA設定または
チャネルオプションファイルへの関連する (事実上ほぼ)すべての変更が対象になりま
す。mappingsファイルまたはMTAデータベースを変更する場合、次の点が当てはま
ります。(1)通常、外部へ送信されるチャネルジョブとは関係がありません。ただ
し、これらは conversion、process、reprocessなどの「中間」チャネルでは重要な意
味を持つ場合があります。また、(2)これらの中間チャネルが関係する場合、mappings

ファイルまたはデータベースへの変更は、多くの場合、imsimta reloadを使って処理
することで、ジョブコントローラの再起動を避けることができます。変更を直ちに反
映することの利点と、ジョブコントローラを再起動することで発生するダメージとの
バランスを取る必要があります。また、特定の種類のジョブを何らかの方法で実行す
るのにかかる時間も考慮する必要があります。

MTAの設定には、imta.cnfおよびそれがインクルードするすべてのファイル
(internet.rulesなど)、aliasファイル、mappingsファイル、conversionsファイル、
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option.datファイル (および前記のファイルに含まれるすべてのファイル)、
imta.filter、reverse、forward、一般データファイルが含まれます。また、一部の
configutilパラメータが含まれることもあります。

imta.cnfに対する前記の変更 (チャネル定義のキーワードの追加/変更)すべてで、imsimta

cnbuildを実行する必要があります。これは、ジョブコントローラを再起動する必要があ
るかどうかに関係のない、基本的な手順です。

上記の条件のいずれかで再起動が必要である場合を除き、特にキュー内に多数の
メッセージが存在する場合に、ジョブコントローラの再起動の回避を試みてください。

本稼働システムで、imsimta refreshコマンドを使用することはお勧めしません。これ
は、多くの場合ジョブコントローラの再起動は不要であり、ジョブコントローラを再起
動することでメッセージの再試行がリセットされ、通知メッセージや戻されるメッセー
ジなどの遅延が発生するためです。

MTA設定ファイル
MTAの主要設定ファイルは imta.cnfです。デフォルトでは、このファイルは
msg_svr_base/config/imta.cnfにあります。このファイルには、MTAチャネル定義および
チャネル書き換えルールが含まれています。書き換えられた宛先アドレスに関連付けら
れたチャネルが、宛先チャネルとなります。通常、デフォルトの imta.cnfを使用するこ
とでシステムは良好に機能します。

この節では、MTA設定ファイルについて簡単に説明します。MTA設定ファイルを構成す
る書き換えルールとチャネル定義の詳細については、第 11章、および第 12章を参照して
ください。

MTA設定ファイルを変更することにより、サイトで使用されるチャネルを確立し、書き
換えルールを介して各チャネルが処理するアドレスの種類を決定することができます。
設定ファイルは、使用可能な転送方法 (チャネル)および転送経路 (書き換えルール)を指
定し、アドレスの種類を適切なチャネルに関連付けることにより電子メールシステムの
設計を定めるファイルです。

設定ファイルは、ドメイン書き換えルールとチャネル定義の 2つの部分から構成されま
す。ドメイン書き換えルールがファイルの最初に現れ、チャネル定義とは 1つの空白行
で区切られています。チャネル定義は集合的にチャネルテーブルと呼ばれます。個々の
チャネル定義がチャネルブロックを構成します。

次の imta.cnf設定ファイルの例は、書き換えルールを使って適切なチャネルにメッセー
ジをルーティングする方法を示しています。わかりやすくするために、ドメイン名は使
用していません。書き換えルールは設定ファイルの前半部分にあり、そのあとにチャネ
ル定義が続いています。

! test.cnf - 設定ファイルの例。 (1)!
! これは、単に設定ファイルの例です。
! システムで使用するためのものではありません。
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!

! パート I: 書き換えルール
a $U@a-daemon (2)
b $U@b-daemon

c $U%c@b-daemon

d $U%d@a-daemon

(3)
! パート II: チャネル定義
l (4)
local-host

a_channel defragment charset7 usascii (5)
a-daemon

b_channel noreverse notices 1 2 3

b-daemon

</opt/SUNWmsgsr/msg-tango/table/internet.rules (6)

次に、上記設定ファイルの主な項目 (括弧に入っている太字の番号付き)について説明し
ます。

1. コメント行を示すには、感嘆符 (!)を使用します。感嘆符は行頭に表示されていなけ
ればなりません。その他の場所にある感嘆符は、文字として解釈されます。

2. 書き換えルールは設定ファイルの前半部分にあります。書き換えルールに空白行を入
れることはできません。コメント行 (行頭に感嘆符が付いている)を入れることはでき
ます。

3. 設定ファイル内で最初に現れる空白行は、書き換えルールの終わりとチャネル定義の
始まりを表します。これらの定義は「チャネルホストテーブル」と総称され、MTAが
使用できるチャネルと、各チャネルに関連付けられた名前を定義します。

4. 通常、最初のチャネルブロックはローカルチャネル (lチャネル)です。その後、
チャネルブロック間が空白行で区切られます(例外は defaultsチャネルであり、この
チャネルは lチャネルの前に出現)。

5. 典型的なチャネル定義は、チャネル名 (a_channel)、チャネルの設定を定義するキー
ワード (defragment charset7 usascii)、およびルーティングシステム (a-daemon)で構
成されます。ルーティングシステムは「チャネルタグ」とも呼ばれます。

6. 設定ファイルには、ほかのファイルの内容をインクルードすることができます。行の
1桁目に「小なり」(<)の記号があると、その行の残りはファイル名として扱われま
す。ファイル名は絶対名でフルパスでなければなりません。指定されたファイルが開
かれ、設定ファイルのその場所にほかのファイルの内容が入れられます。インクルー
ドファイルは、3階層までネストすることができます。設定ファイルに含めるファイ
ルは、設定ファイルと同じようにだれでも読み取り可能でなければなりません。

表 10–1に、上記の設定でアドレスをルーティングする方法の例を示します。
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表 10–1アドレスおよび関連チャネル

アドレス チャネルキュー

u@a a_channel

u@b b_channel

u@c c_channel

u@d d_channel

MTA設定ファイルの詳細については、198ページの「書き換えルール」、202ページ
の「チャネル定義」、および第 11章を参照してください。

注 – imta.cnfファイルを変更した場合は、必ずMTA設定をコンパイルしなおしてくださ
い。235ページの「MTA設定をコンパイルする」を参照してください。

マッピングファイル
MTAコンポーネントの多くは、テーブル検索に基づいた情報を使用します。このタイプ
のテーブルは、入力文字列を出力文字列に変える (マップする)のに使用されます。この
ようなテーブルは「マッピングテーブル」と呼ばれ、通常 2つのカラムで構成されま
す。最初 (左側)のカラムにはパターンを照合する入力文字列が、2番目 (右側)のカラムに
はその入力文字列がマップされた (テンプレート)結果の出力文字列が並んでいます。

MTAデータベースのほとんどは、このタイプのテーブルのインスタンスです。これらの
データベースにはさまざまなタイプのMTAデータが含まれています。マッピングテーブ
ルとは混同しないでください。ただし、MTAデータベースファイルには、ワイルドカー
ド検索機能がありません。データベース全体でワイルドカードに一致するものを検索す
るのは非効率的だからです。

MTAmappingsファイルは、複数のマッピングテーブルをサポートします。ワイルドカー
ド機能もあり、複数の手順や反復マッピング方法にも対応しています。このアプローチ
は、データベースを使用する場合に比べ、さらに多くの処理を必要とします。特に、エ
ントリ数が多い場合などはなおさらです。ただし、それに付随して柔軟性が増すため、
同等のデータベースにおけるエントリのほとんどを必要としなくなり、全体的にオー
バーヘッドが少なくなります。

マッピングテーブルは、MTAmappingsファイルに保存されています。これは、MTA
tailorファイルの IMTA_MAPPING_FILEオプションで指定されているフォルダで、デフォル
トはmsg_svr_base/config/mappingsです。mappingsファイルの内容は、再読み込み可能な
セクションとしてコンパイルされた設定に取り込まれます (235ページの「MTA設定をコ
ンパイルする」を参照)。誰でも読み取り可能でアクセスできない場合は、誤作動をまね
くことになります。mappingsファイルを変更した場合は、必ずMTA設定をコンパイルし
なおしてください。235ページの「MTA設定をコンパイルする」を参照してください。
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表 10–2に、このマニュアルで使用するマッピングテーブルの一覧を示します。

表 10–2Messaging Serverのマッピングテーブル

マッピングテーブル ページ 説明

AUTH_REWRITE authrewriteキーワードとともに、認証操作 (SASL)で取得したアドレ
ス情報によってヘッダーとエンベロープアドレスを変更するために
使用されます。366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」
を参照してください

CHARSET-CONVERSION チャネル間における文字セット変換やメッセージフォーマット変換
の種類を指定するために使用されます。444ページの「文字セット
変換とメッセージの再フォーマット」を参照してください

COMMENT_STRINGS アドレスヘッダーのコメント (括弧で囲まれた文字列)を変更するた
めに使用されます。395ページの「アドレスヘッダー行内のコメン
トを処理する」を参照してください

CONVERSIONS 変換チャネルのメッセージトラフィックを選択するために使用され
ます。428ページの「変換処理のトラフィックを選択する」を参照
してください。

FORWARD エイリアスファイルまたはエイリアスデータベースを使用した場合
と同様の転送を行います。269ページの「正引き検索テーブルと
FORWARDアドレスのマッピング」を参照してください

FROM_ACCESS エンベロープ Fromアドレスに基づいてメールをフィルタリングす
る場合に使用します。このテーブルは、Toアドレスが不適切な場合
に使用します。518ページの「アクセス制御マッピングテーブル—
操作」を参照してください

INTERNAL_IP 内部のシステムとサブネットを認識します。532ページの「SMTP
リレーを追加するには」を参照してください

MAIL_ACCESS SEND_ACCESSテーブルと PORT_ACCESSテーブルを組み合わせた情報に
基づいて着信接続をブロックする場合に使用します。518ページ
の「アクセス制御マッピングテーブル—操作」を参照してくださ
い

NOTIFICATION_LANGUAGE 通知メッセージをカスタマイズまたはローカライズします。
272ページの「配信ステータス通知メッセージを制御する」を参照
してください

ORIG_MAIL_ACCESS ORIG_SEND_ACCESSテーブルと PORT_ACCESSテーブルを組み合わせた
情報に基づいて着信接続をブロックする場合に使用します。
518ページの「アクセス制御マッピングテーブル—操作」を参照し
てください
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表 10–2Messaging Serverのマッピングテーブル (続き)
マッピングテーブル ページ 説明

ORIG_SEND_ACCESS エンベロープ Fromアドレス、エンベロープToアドレス、ソースお
よび宛先チャネルに基づいて、着信接続をブロックする場合に使用
します。518ページの「アクセス制御マッピングテーブル—操作」
を参照してください

PERSONAL_NAMES 個人名 (角括弧で区切られたアドレスの前にある文字列)を変更する
ために使用されます。396ページの「アドレスヘッダー行内の個人
名を処理する」を参照してください

PORT_ACCESS IP番号に基づいて着信接続をブロックする場合に使用します。
518ページの「アクセス制御マッピングテーブル—操作」を参照し
てください

REVERSE 内部形式から公のアドバタイズ形式にアドレスを変換します。
265ページの「内部形式から公的な形式にアドレスを変換するに
は」

SEND_ACCESS エンベロープ Fromアドレス、エンベロープToアドレス、ソースお
よび宛先チャネルに基づいて、着信接続をブロックする場合に使用
します。518ページの「アクセス制御マッピングテーブル—操作」
を参照してください

SMS_Channel_TEXT サイト定義のテキストの変換に使用されます。872ページの「サイ
ト定義のテキスト変換」を参照してください

X-ATT-NAMES マッピングテーブルからパラメータ値を検索するために使用されま
す。436ページの「変換エントリからマッピングテーブルに呼び出
すには」を参照してください

X-REWRITE-SMS-ADDRESS ローカル SMSアドレスの妥当性チェックに使用されます。871ペー
ジの「サイト定義のアドレス妥当性チェックと変換」を参照してく
ださい

マッピングファイルのファイルフォーマット
mappingsファイルは、一連のテーブルで構成されています。各テーブルはその名前で始
まります。名前には常に、最初の列にアルファベット文字がきます。テーブル名の次に
は必ず空白行が続き、その後にテーブルのエントリが続きます。エントリは、ゼロまた
はそれ以上のインデント行で構成されます。各エントリ行は、1つ以上のスペースまたは
タブで区切られた 2つのカラムから成ります。エントリ内のスペースはすべて、$文字で
囲む必要があります。各テーブル名の後およびテーブル間には空白行が必要ですが、1つ
のテーブル内のエントリ間に空白行があってはなりません。コメントは、1つめのカラム
に記述され、感嘆符 (!)から始まります。

つまり、ファイルフォーマットは以下のようになります。

TABLE1_NAME
pattern1-1 template1-1
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pattern1-2 template1-2

pattern1-3 template1-3

. .

. .

. .

pattern1-n template1-n

TABLE2_NAME
pattern2-1 template2-1

pattern2-2 template2-2

pattern2-3 template2-3

. .

. .

. .

pattern2-n template2-n

.

.

.

TABLE3_NAME
.

.

.

TABLE2_NAMEマッピングテーブルを使用するアプリケーションは、pattern2-2文字列を
template2-2で指定された文字列にマップします。各パターン、またはテンプレートに
は、最高 252文字までを含めることができます。マッピングテーブルに含まれるエント
リの数に制限はありません (ただし、エントリが必要以上に多い場合は、大きなCPU容
量およびメモリ容量を要することになる)。252バイト以上の長い行は、\ (円記号)を行の
末尾に置くことで次の行に続けることができます。2つのカラム間および 1つめのカラム
の前にある空白スペースを削除してはなりません。

mappingsファイルでマッピングテーブル名が重複することは許されていません。

マッピングファイルにほかのファイルを含める
mappingsファイルにほかのファイルをインクルードすることができます。次の形式の行
を使用します。

<file-spec

これによって、mappingsファイル内の file-specの行が、その実際のファイルに置き換え
られます。ファイル指定には、完全なファイルパス (ディレクトリ等)が必要です。この
方法で含めるファイルは、誰でも読み取り可能でなければなりません。mappingsファイ
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ルに含めるファイルにはコメントを入れることもできます。インクルードファイルは、3
階層までネストできます。インクルードファイルは、mappingsファイルといっしょに読
み込まれます。オンデマンドで読み込まれるのではないため、ファイルを含めることに
よってパフォーマンスまたはメモリを節約することはできません。

マッピングの動作
mappingsファイル内のマッピングはすべて一定の方法で適用されます。マッピングごと
に異なるのは、入力文字列のソースとマッピング出力の使用目的のみです。

マッピングの動作は、常に入力文字列とマッピングテーブルから始まります。マッピン
グテーブルのエントリは、テーブルに表示される順に上から下へ 1つずつスキャンされ
ます。各エントリの左側の部分がパターンとして使用され、入力文字列は大文字/小文字
の区別なくそのパターンと比較されます。

マッピングエントリのパターン
パターンには、ワイルドカード文字を含めることができます。たとえば、次のような一
般的なワイルドカード文字を使用できます。アスタリスク (*)はゼロまたはそれ以上の文
字と一致し、パーセント記号 (%)は 1つの文字に一致します。ドル記号 ($)をアスタリス
ク、パーセント記号、スペース、およびタブの前に置くことによって、それらの記号を
文字として使用できるようになります。アスタリスクまたはパーセント記号を文字とし
て使用した場合は、それらの特殊な定義が無効になります。パターンやテンプレートを
正しく認識させるために、その中のスペースやタブは文字として認識させる必要があり
ます。ドル記号を文字として使用するには、2重のドル記号 ($$)を使用します。この場
合、1つめのドル記号によって、2つめのドル記号を文字として認識されるようになりま
す。

表 10–3マッピングパターンのワイルドカード

ワイルドカード 説明

% 1つの文字に一致します。

* 左から右への最大限の一致を使用して、ゼロ以上の文字を一致します

後照合 説明

$ n* n番めのワイルドカードまたはグロブに一致します。

修飾子 説明

$_ 左から右への最低限の一致を使用します。

$@ 後続のワイルドカード、またはグロブの「保存」をオフにします。

$^ 後続のワイルドカードまたはグロブの「保存」をオンにします。デ
フォルト設定です。
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表 10–3マッピングパターンのワイルドカード (続き)
グロブワイルドカード 説明

$A% A～ Zおよび a～ zのアルファベットのうち、1つの文字に一致します。

$A* A～ Zおよび a～ zのアルファベットが 0個以上含まれた文字列に一致し
ます。

$B% 1桁の 2進数 (0または 1)に一致します。

$B* 0またはそれ以上の桁数の 2進数 (0または 1)に一致します。

$D% 1桁の 10進数 (0～ 9)に一致します。

$D* 0またはそれ以上の桁数の 10進数 (0～ 9)に一致します。

$H% 1桁の 16進数 (0～ 9またはA～ F)に一致します。

$H* 0またはそれ以上の桁数の 16進数 (0～ 9またはA～ F)に一致します。

$O% 1桁の 8進数 (0～ 7)に一致します。

$O* 0またはそれ以上の桁数の 8進数 (0～ 7)に一致します。

$S% 1つの記号セット文字 (例: 0～ 9、A～ Z、a～ z、_、$)に一致します。

$S* ゼロまたはそれ以上の記号セット文字、すなわち 0～ 9、A～ Z、a～
z、_、$に一致します。

$T% 1つのタブ、垂直タブ、またはスペース文字に一致します。

$T* ゼロまたはそれ以上のタブ、垂直タブ、またはスペース文字に一致しま
す。

$X% $H%と同義です。

$X* $H*と同義です。

$[ c]% 文字 cに一致します。

$[ c]* 文字 cの不定発生に一致します。

$[ c1 c2 ... cn ]% 文字 c1、c2、または cnの発生の 1つに一致します。

$[ c1 c2 ... cn ]* 文字 c1、c2、または cnの不定発生に一致します。

$[ c1 -cn ]% c1から c nまでの文字のいずれか 1つに一致します。

$[ c1 -cn ]* c1から cnまでの文字の不定発生に一致します。

$< IPv4> ビットを無視して、IPv4アドレスに一致します。

$(IPv4) プレフィックスビットを維持した状態で、IPv4アドレスに一致します。

${IPv6} 1組の IPv6アドレスに一致します。
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グロブ内、つまり $[...]内では、円記号 (\)は引用符となります。実際のハイフン (-)ま
たは右角括弧 (])をグロブ内で表すには、ハイフンまたは右角括弧に円記号を付ける必要
があります。

パターン内のその他の文字はすべて、文字として使用されます。特に、一重引用符や二
重引用符、および括弧は、マッピングパターンやテンプレートにおいて特殊な意味を持
たず、通常の文字とみなされます。このため、不正なアドレスや部分的なアドレスに対
応するエントリの書き出しが簡単になります。

複数の修飾子、または修飾子および後照合を指定するには、構文にドル記号を 1つだけ
使用します。たとえば、最初のワイルドカードを、後照合そのものを保存せずに後照合
するには、$@$0ではなく $@0を使用します。

マッピングパターンのテスト、特にパターン内のワイルドカードの動作のテストを行う
には、imsimta test -match ユーティリティーを使用できます。

アスタリスクのワイルドカードは、入力文字列を左から右へスキャンすることにより、
一致する対象を最大化します。たとえば、入力文字列 a/b/cをパターン */*と比較する場
合、左のアスタリスクが a/bに一致し、右のアスタリスクが残りの cに一致します。

$_修飾子は、ワイルドカードによる照合を最小にするため、パターンの左から右に向
かって、もっとも可能性の少ない一致がその一致とみなされます。たとえば、文字列
a/b/cをパターン $_*/$_*と比較した場合、左の $_*は aと、右の $_*は b/cと一致しま
す。

IPの照合
IPv4プレフィックスの照合では、IPアドレス、またはサブネットを指定し、そのあとに
オプションとして、照合比較の際に有効となるスラッシュとプレフィックスのビット数
を続けます。たとえば、次の例は 123.45.67.0サブネット内にあるものに一致します。

$(123.45.67.0/24)

IPv4照合でビットを無視する場合は、IPアドレスまたはサブネットを指定し、そのあと
にオプションとしてスラッシュを付け、照合を確認する際に無視するビット数を続けま
す。たとえば、次の例は 123.45.67.0サブネット内にあるものに一致します。

$<123.45.67.0/8>

次の例は、123.45.67.4から 123.45.67.7の範囲内にあるものに一致します。

$<123.45.67.4/2>

IPv6照合は、IPv6アドレスまたはサブネットを照合します。
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マッピングエントリのテンプレート
指定したエントリのパターン比較に失敗した場合は、何の動作も行われず、次のエント
リのスキャンへ移行します。比較が成功した場合は、エントリの右側の部分がテンプ
レートとして使用され、出力文字列が生成されます。このテンプレートによって、入力
文字列がテンプレートの指示によって構成された出力文字列に置き換えられます。

テンプレート内のほとんどすべての文字が、そのまま出力文字列として生成されます。
ただし、ドル記号 ($)は例外です。

ドル記号の後ろにドル記号、スペース、またはタブが続く場合は、出力文字列にドル記
号、スペース、またはタブが生成されます。これらの文字を出力文字列に挿入するに
は、引用符を付ける必要があります。

ドル記号に数字 nが続いている場合は置換を呼び出します。ドル記号の後ろにアル
ファベット文字が続くものは「メタキャラクタ」と呼ばれます。メタキャラクタ自体は
テンプレートで生成された出力文字列に出現しませんが、特殊な置換や処理で使われま
す。特殊な置換および標準処理のメタキャラクタの一覧は、表 10–4を参照してくださ
い。その他のメタキャラクタはマッピング特有の用途に制限されています。

テンプレートの照合パターン内に $C、$E、$Lまたは $Rのいずれかのメタキャラクタがあ
る場合、それらはマッピング処理に影響を及ぼし、処理の終了または続行を決定しま
す。つまり、1つのエントリの出力文字列が別のエントリの入力文字列となるような反復
的なマッピングテーブルエントリを設定することができます。テンプレートの照合パ
ターン内に $C、$E、$L、または $Rのどのメタキャラクタも含まれていない場合は、$E

(マッピング処理の即時終了)が行われます。

無限ループを避けるために、マッピングテーブル内のパス (文字列が渡されること)の反
復回数には制限があります。前回のパスと同じか、それより長いパターンを使用してパ
スが反復されるたびに、カウンタは 1増えます。文字列が直前のものより短い場合は、
カウンタがゼロにリセットされます。カウンタが 10に達すると、マッピングの反復要求
は受け付けられません。

表 10–4マッピングテンプレートの置換とメタキャラクタ

置換シーケンス 置き換える内容

$n 左から右にゼロから数えて n番めのワイルドカードのフィールド。

$#...# シーケンス番号の置換

$]...[ LDAPによりURL検索が行われます。結果として、置換が行われます。

$|...| 指定されたマッピングテーブルを、与えられた文字列に適用します。

${...} 一般データベースの置換。
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表 10–4マッピングテンプレートの置換とメタキャラクタ (続き)
置換シーケンス 置き換える内容

$}domain,attribute{ ドメイン単位の属性にアクセスする機能を追加します。domainは該当す
るドメインであり、attributeはドメインに関連付けられた属性です。こ
のドメインが存在して属性を有している場合、その初期値はマッピング
の結果に代入されます。属性かドメインのどちらかが存在しない場合、
マッピングエントリは失敗します。

attributesには、ドメイン LDAP属性か、下記のように定義された特殊な
属性を指定できます。

_base_dn_ -ドメインのユーザーエントリのベースDN

_domain_dn_ -ドメインエントリ自体のDN

_domain_name_ -ドメインの名前 (エイリアスではない)

_canonical_name_ -ドメインに関連付けられた標準名

$[...] サイト提供のルーチンを起動し、結果の置換を行います。

メタキャラクタ 説明

$C 次のテーブルエントリからマッピング処理を続行し、このエントリの出
力文字列をマッピング処理の新しい入力文字列として使用します。

$E マッピング処理をただちに終了し、このエントリの出力文字列をマッピ
ング処理の最終結果とします。

$L 次のテーブルエントリからマッピング処理を続行し、このエントリの出
力文字列を新しい入力文字列として使用します。テーブル内のすべての
エントリを照合したら、もう一度最初のテーブルエントリから照合しま
す。後続の照合エントリにメタキャラクタ $C、$Eまたは $Rがある場合
には、それらのエントリが優先されます。

$R マッピングテーブルの最初のエントリからマッピング処理を続行し、こ
のエントリの出力文字列をマッピング処理の新しい入力文字列として使
用します。

$nA 現在のアドレスの 0の位置から左に n番目の文字を挿入します。nを省
略した場合、アドレス全体が挿入されます。

$nX メールホストの 0から左に n番目のコンポーネントを挿入します。nを
省略した場合、メールホスト全体が挿入されます。

$?x? マッピングエントリが xパーセントの割合で成功します。

$\ 後続のテキストを小文字にします。

$^ 後続のテキストを大文字にします。

$_ 後続のテキストを元々の状態で残します。
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表 10–4マッピングテンプレートの置換とメタキャラクタ (続き)
置換シーケンス 置き換える内容

$= 後続の置換文字が、LDAP検索フィルタへの挿入に適した引用の対象と
なるようにして、その部分を大文字に変換します。

$:x 指定したフラグが設定されている場合にのみ、一致します。

$;x 指定したフラグがクリアの場合にのみ、一致します。

ワイルドカードフィールドの置換 ($n)
ドル記号に数字 nが続いている場合、これは、パターン内の n番目のワイルドカードに一
致するデータで置き換えられます。ワイルドカードには、0から順に番号が付けられてい
ます。たとえば、次のエントリは入力文字列 PSI%A::Bに一致し、その結果
b@a.psi.siroe.comという出力文字列を生成します。

PSI$%*::* $1@$0.psi.siroe.com

また、入力文字列 PSI%1234::USERにも一致するので、出力文字列として
USER@1234.psi.siroe.comが生成されます。入力文字列 PSIABC::DEFは、このエントリ内
のパターンに一致しないため置換は行われません。つまり、このエントリから出力文字
列は生成されません。

テキストの大文字小文字の制御 ($\、$^、$_)
メタキャラクタ $\は後続のテキストを小文字に変換し、メタキャラクタ $^は後続のテキ
ストを大文字に変換します。また、メタキャラクタ $_は、後続のテキストを元の大文字
または小文字の状態で残します。たとえば、これらのメタキャラクタは、マッピングを
使って大文字または小文字の区別が有効なアドレスを変更する際に役立ちます。

処理制御 ($C、$L、$R、$E)
メタキャラクタ $C、$L、$R、および $Eは、マッピング処理を終了するかどうか、またい
つ終了するかなど、マッピング処理に影響を与えます。これらのメタキャラクタには、
次の効果があります。

� $Cは現在のエントリの出力文字列をマッピング処理の新しい入力文字列として使用
し、次のエントリからマッピング処理を続行します。

� $Lは、現在のエントリの出力文字列をマッピング処理の新しい入力文字列として使用
し、次のエントリからマッピング処理を続行します。一致するエントリが見つからな
い場合には、もう一度そのテーブルの最初のテーブルエントリから照合を開始しま
す。後続の照合エントリにメタキャラクタ $C、$Eまたは $Rがある場合には、それら
のエントリが優先されます。

� $Rは、現在のエントリの出力文字列をマッピング処理の新しい入力文字列として使用
し、テーブルの最初のエントリからマッピング処理を続行します。

� $Eはマッピング処理を終了し、このエントリの出力文字列が最終結果となります。デ
フォルト設定は $Eです。
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マッピングテーブルのテンプレートは、左から右にスキャンされます。一般データベー
スの置換やランダム値で制御されるエントリなど、「成功」または「失敗」するエント
リに $C、$L、または $Rのフラグを設定するには、メタキャラクタ $C、$L、または $Rを
エントリの成功または失敗する部分の左側に配置します。これを行わないと、エントリ
の残りの部分が失敗した場合、フラグが表示されません。

特殊なフラグの確認

マッピングプローブの中には、特殊なフラグセットを持つものがあります。これらは設
定可能なフラグであり、それらが存在するかどうかは $:および $;テストの一般的な
マッピングテーブル機能を使用して確認されます。$:xはフラグ xが設定されている場合
のみ、エントリを一致させます。$:xはフラグ xがクリアの場合にのみ、エントリを一致
させます。特定のマッピングテーブルに適用される特殊なフラグについては、各マッピ
ングテーブルの説明を参照してください (表 17–2の $A、$T、$S、$F、および $Dを参
照)。

フラグチェックが成功するとエントリが成功して終了するが、フラグチェックが失敗す
るとマッピング処理を続行する必要があるという場合、エントリはフラグチェックの左
側に $Cメタキャラクタを配置し、フラグチェックの右側に $Eフラグを配置する必要が
あります。

ランダムに成功または失敗するエントリ ($?x?)

マッピングテーブルのエントリにメタキャラクタ $?x?がある場合は、これによって、x
パーセントの割合でエントリが「成功」します。残りの割合でエントリは「失敗」し、
マッピングエントリの入力文字列は変更されずにそのまま出力文字列となります(マッピ
ングによっては、エントリが失敗したこととエントリが一致しなかったこととは、必ず
しも同義ではない)。xには、成功率を実数で指定します。

たとえば、IPアドレスが 123.45.6.78であるシステムが、自分のサイトに大量の SMTP電
子メールを送信していて、このメールの量を少し減らしたいとします。この場合、
PORT_ACCESSマッピングテーブルを次のように使用できます。たとえば、接続の 25パー
セントのみを許可し、残りの 75パーセントを拒否するとします。次のマッピングテーブ
ル PORT_ACCESSは、$?25?を使用し、$Yのあるエントリを 25パーセントの割合で成功させ
ます (すなわち、接続を許可)。エントリが失敗する残りの 75パーセントの割合では、そ
のエントリの最初の $CによってMTAは次のエントリからマッピングを続行しますが、接
続試行は拒否され、Try again later (あとでもう一度試行してください)という SMTPエ
ラーメッセージが表示されます。

PORT_ACCESS

TCP|*|25|123.45.6.78|* $C$?25?$Y

TCP|*|25|123.45.6.78|* $N45s$ 4.40$ Try$ again$ later
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シーケンス番号の置換 ($#...#)

$#...#置換は、MTAシーケンスファイルに保存されている値を増やし、その値をテンプ
レート内に入れます。たとえば、マッピングテーブルを使ってファイル名を生成すると
きなど、マッピングテーブルの出力に固有の修飾子があることが望ましい場合に、シー
ケンス番号付きの固有文字列を生成することができます。

次のいずれかの構文を使用できます。

$#seq-file-spec|radix|width|m#

$#seq-file-spec|radix|width#

$#seq-file-spec|radix#

$#seq-file-spec#

必須の引数 seq-file-specは、既存のMTAシーケンスファイルの完全なファイル指定です。
オプションの引数 radixで出力するシーケンス値の基数を、widthで出力する桁数を指定
します。デフォルトの基数は 10ですが、-36 ~ 36の範囲内の基数も使用できます。たとえ
ば、基数 36では 0 ~ 9、A~Zの文字からなる値を使用することができます。デフォルトで
は、シーケンス値は自然幅で出力されますが、大きな桁数を指定すると、桁数に合わせ
るために数値の左側に 0が追加されます。桁数を明示的に指定する場合は、基数も明示
的に指定する必要があります。

オプションの引数mはモジュラスです。この 4番目の引数が指定されている場合、挿入
される値はファイルmodmから取得されたシーケンス番号です。デフォルトでは、モ
ジュラスの処理を行わないようになっています。

上記にあるように、マッピングで参照されるMTAシーケンスファイルはすでに存在する
ものでなければなりません。MTAシーケンスファイルを作成するには、次のコマンドを
使用します。

touch seq-file-spec

または

cat >seq-file-spec

マッピングテーブルを使ってアクセスされるシーケンス番号ファイルは、誰でも読み取
り可能でないと正常に操作できません。また、このようなシーケンス番号ファイルを使
用するには、MTAユーザーアカウント (imta_tailorファイルで nobodyとして設定)を持
つことが必要です。
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LDAPクエリURLの置換 $]...[
$]ldap-url[の形式の置換は、特殊な方法で処理されます。ldap-urlは LDAPクエリURLと
して解釈され、LDAPクエリの結果が置換されます。ホストとポートが省略された標準の
LDAPURLが使用されます。ホストとポートは、代わりに LDAP_HOSTオプションと
LDAP_PORTオプションで指定されます。LDAPURLは次のように指定する必要がありま
す。

ldap:///dn[?attributes[?scope?filter]]

上記の角括弧 ([と ])は、URLのオプションの部分を示します。dnは検索ベースを指定す
る識別名で、この部分は必須です。URLの attributes、scope、および filterの各オプション
を指定すると、より細かい情報が返されます。つまり、attributesでは、この LDAPクエ
リに一致する LDAPディレクトリエントリから返される属性を指定します。scopeには、
base (デフォルト)、one、または subのいずれかを指定できます。filterには一致するエン
トリの特徴を記述します。

特定の LDAPURL置換シーケンスは、LDAPクエリURL内で使用できます。

マッピングテーブルの置換 ($|...|)
$|mapping;argument|形式の置換は、特殊な方法で処理されます。MTAは、MTAmappings

ファイル内のmappingで指定されている補足的なマッピングテーブルを探し、その補足
的なマッピングテーブルへの入力文字列として argumentを使用します。この補足的な
マッピングテーブルは既存のものであり、置換が成功した場合にはその出力文字列に $Y

フラグを設定しなければなりません。この補足的なマッピングテーブルが存在しな
かったり、または $Yフラグを設定しなかった場合には、補足的なマッピングテーブルの
置換は失敗し、元のマッピングエントリも失敗とみなされます。元の入力文字列が出力
文字列として使用されます。

マッピングテーブルの置換を行うマッピングテーブルエントリで $C、$R、または $Lなど
の処理制御メタキャラクタを使用する場合は、処理制御メタキャラクタをマッピング
テーブルテンプレート内のマッピングテーブル置換の左側に配置します。そうしない
と、マッピングテーブルの置換が「失敗」したときに、処理制御メタキャラクタが処理
されません。

一般検索テーブルまたはデータベース置換 (${...})
${text}形式の置換は、特殊な方法で処理されます。text部分は、一般検索テーブルやデー
タベースにアクセスするための鍵として使われます。データベースは、imsimta crdbユー
ティリティーにより生成されます。textがテーブルで一致すると、テーブル内の対応する
テンプレートがその文字列に置き換えられます。textがテーブル内のエントリに一致しな
い場合は、入力文字列がそのまま出力文字列として使用されます。

一般検索テーブルを使用している場合、MTAオプションの use_text_databasesの下位
ビットを設定する必要があります。つまり、奇数に設定する必要があります。
general.txtを変更した場合は、imsimta cnbuildを使用してコンパイルし、imsimta

reloadを使用して再読み込み可能なデータを再読み込みすることで、MTA設定にコンパ
イルする必要があります。
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一般データベースを使用している場合、データベースが適切に動作するためには、デー
タベースは誰にでも読み取り可能でなければなりません。

一般テーブルの置換を行うマッピングテーブルエントリで、$C、$R、または $Lなどの処
理制御メタキャラクタを使用する場合は、処理制御メタキャラクタをマッピングテーブ
ルテンプレート内の一般テーブル置換の左側に配置します。そうしないと、一般テーブ
ルの置換が「失敗」したときに、処理制御メタキャラクタが処理されません。

サイト提供ルーチンの置換 ($[...])
$[image,routine,argument]形式の置換は特殊な方法で処理されます。image、routine、
argumentの各部分は、カスタマ提供のルーチンを見つけて呼び出すために使用されま
す。UNIXでは、MTAは dlopenおよび dlsymを使って共有ライブラリ imageからルーチン
routineをダイナミックにロードし、呼び出します。そのとき、ルーチン routineは、次の
引数を伴った関数として呼び出されます。

status = routine (argument, arglength, result, reslength)

argumentおよび resultは、252バイトの文字列バッファーです。argumentおよび result

は、文字列へのポインタ (たとえば、C言語での char*のように)として渡されます。
arglengthおよび reslengthは、参照によって渡される符号付きの long型整数です。入力
時、argumentにはマッピングテーブルテンプレートの argument文字列が含まれ、
arglengthにはその文字列の長さが含まれます。値を返すときには、resultに結果文字列
が入り、reslengthにその長さが入ります。この結果文字列が、マッピングテーブルテン
プレート内の $[image,routine,argument]に置き換わります。routineは、マッピングテー
ブルの置換が失敗した場合には 0を返し、成功した場合には -1を返します。置換が失敗
した場合は、通常、元の入力文字列がそのまま出力文字列として使用されます。

サイト提供ルーチンの置換を行うマッピングテーブルエントリで、$C、$R、または $Lな
どの処理制御メタキャラクタを使用する場合は、処理制御メタキャラクタをマッピング
テーブルテンプレート内のサイト提供ルーチン置換の左側に配置します。そうしない
と、マッピングテーブルの置換が「失敗」したときには、処理制御メタキャラクタが処
理されません。

サイト提供ルーチンの呼び出し機構によって、MTAのマッピング処理はさまざまな方法
で拡張することができます。たとえば、マッピングテーブル PORT_ACCESSまたは
ORIG_SEND_ACCESS内で、ロード監視サービスへの呼び出しを行い、その結果を使って接
続やメッセージを受け入れるかどうかを決定することができます。

image (サイト提供の共有ライブラリイメージ)は、誰でも読み取り可能でなければなりま
せん。

UTF-8文字列の生成
一般的なマッピングテーブル機能で、Unicode文字の値からUTF-8文字列を生成できま
す。次の形式のUnicodeメタキャラクタ列があるとします。

$&A0A0,20,A1A1&
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この場合、A0A0、20および A1A1の位置にある文字を含むUTF-8文字列が生成されます。

その他のMTA設定ファイル
imta.cnfファイルのほかにも、Messaging ServerにはMTAサービスの設定に役立ついくつ
かの設定ファイルがあります。表 10–5にファイルの一覧を示します。

reverse、forward、または一般データベースを変更した場合は、imsimta reloadコマンド
を発行して変更を有効にしてください。job_controllerに影響を及ぼさない imta.cnf、
mappingsファイル、aliases、conversions、または option.datファイルを変更した場合
は、imsimta cnbuildに続けて imsimta restart smtpを発行する必要があります。
dispatcher.cnfを変更した場合は、imsimta restart dispatcherを実行する必要がありま
す。変更する設定ファイルが、ジョブコントローラには影響を与えるが、SMTPサーバー
には影響を与えないコンパイル済みの設定に含まれる場合には、大抵、コマンドimsimta

cnbuildおよび imsimta restart job_controllerを発行する必要があります。

これらのコマンドの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「MTACommands」を参照してください。

表 10–5MTA設定ファイル

ファイル 説明

254ページの「エイリアス
ファイル」 (必須)

ディレクトリにないエイリアスを実装します。
msg_svr_base/config/aliases

254ページの「TCP/IP (SMTP)
チャネルオプションファイ
ル」 (SMTPオプションファイ
ル)

チャネル固有のオプションを設定します。
msg_svr_base/config/channel_option

254ページの「変換ファイル」 変換チャネルがメッセージ本体部分の変換を制御するのに使用し
ます。msg_svr_base/config/conversions

255ページの「ディス
パッチャー設定ファイル」 (必
須)

ディスパッチャー用の設定ファイルです。
msg_svr_base/config/dispatcher.cnf

257ページの「ジョブコント
ローラファイル」 (必須)

ジョブコントローラが使用する設定ファイルです。
/msg_svr_base/config/job_controller.cnf

MTA設定ファイル (必須) アドレスの書き換え、ルーティング、およびチャネル定義に使用
します。/msg_svr_base/config/imta.cnf

239ページの「マッピング
ファイル」 (必須)

マッピングテーブルのリポジトリです。
/msg_svr_base/config/mappings

256ページの「オプション
ファイル」

グローバルMTAオプションのファイルです。
/msg_svr_base/config/option.dat

その他のMTA設定ファイル
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表 10–5MTA設定ファイル (続き)
ファイル 説明

257ページの「テイラーファイ
ル」 (必須)

場所といくつかの調整パラメータを指定するファイルです。
/msg_svr_base/config/imta_tailor

一般検索テーブル (オプション) 一般検索機能は一般データベースと同等です。再読み込み可能な
コンパイル済み設定の一部です。

場所といくつかの調整パラメータを指定するファイルです。
/msg_svr_base/config/general.txt

正引き検索テーブル (オプ
ション)

To:アドレスの検索機能です。正引きデータベースと同等です。
再読み込み可能なコンパイル済み設定の一部です。

/msg_svr_base/config/forward.txt

リバース検索テーブル (オプ
ション)

From:アドレスのアドレスの検索機能です。リバースデータベー
スと同等です。再読み込み可能なコンパイル済み設定の一部で
す。/msg_svr_base/config/reverse.txt

エイリアスファイル
エイリアスファイル aliasesは、ディレクトリに設定されていないエイリアスを設定しま
す。その例として、ルートのアドレスが挙げられます。このファイルで設定したエイリ
アスがディレクトリにもある場合は、ファイル内の設定が無視されます。エイリアスお
よび aliasesファイルの詳細については、263ページの「エイリアス」を参照してくださ
い。

aliasesファイルの変更後は、MTAを再起動するか、imsimta reloadコマンドを実行して
ください。

TCP/IP (SMTP)チャネルオプションファイル
TCP/IPチャネルオプションファイルは、TCP/IPチャネルのさまざまな特性を制御しま
す。チャネルオプションファイルはMTA設定ディレクトリに保存し、x_optionという名
前を付けてください。xはチャネル名です。たとえば、
msg_svr_base/config/imta/tcp_local_optionのようになります。詳細は、358ページ
の「SMTPチャネルオプションを設定する」を参照してください。すべてのチャネルオプ
ションキーワードおよび構文の詳細は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

変換ファイル
変換ファイル conversionsは、MTAを介して送受信されるメッセージの変換チャネルに
おける変換方法を指定します。変換には、MTAトラフィックの任意のサブセットを選択
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できます。また、変換処理を行うには、プログラムまたはコマンドの任意のセットを使
用できます。MTAは変換ファイルに基づいて、それぞれのメッセージ本文に対する適切
な変換を選択します。

このファイルの構文の詳細は、426ページの「変換チャネル」を参照してください。

ディスパッチャー設定ファイル
ディスパッチャー設定ファイル dispatcher.cnfでは、ディスパッチャーの設定情報を指
定します。インストール時に作成されたデフォルトの設定ファイルをそのまま使用する
ことができます。ただし、セキュリティーやパフォーマンスなどの理由でデフォルトの
設定ファイルを変更する場合は、dispatcher.cnfファイルを編集することができます(概
念の詳細は、197ページの「ディスパッチャー」を参照)。

ディスパッチャー設定ファイルのフォーマットは、ほかのMTA設定ファイルのフォー
マットに似ています。オプションを指定する行は、次の形式で記述されています。

option=value

optionはオプション名で、valueはオプションを設定する文字列または整数です。optionが
整数の値を受け入れる場合は、b%vの文字列表記ルールを使って基数を指定できます。
この場合、bは底 10で表す基数であり、vは底 bで表す実際の値です。これらのオプ
ションの仕様は、次のオプション設定を適用するサービスに対応するセクションに、グ
ループ分けされています。各行では、次の形式が使用されます。

[SERVICE=service-name]

The service-nameはサービスの名前です。最初のオプション仕様、すなわちこのようなセ
クションタグよりも前に記述されているオプション仕様はすべてのセクションに適用さ
れます。

次に、ディスパッチャー設定ファイル (dispatcher.cnf)の例を示します。

! オプションの最初のセットは [SERVICE=xxx] ヘッダーなしで
! 表示された、すべてのサービスに適用されるデフォルトオプション
! です。
!

MIN_PROCS=0

MAX_PROCS=5

MIN_CONNS=5

MAX_CONNS=20

MAX_LIFE_TIME=86400

MAX_LIFE_CONNS=100

MAX_SHUTDOWN=2

!

! ディスパッチャーで使用できるサービスを定義する
!

その他のMTA設定ファイル
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[SERVICE=SMTP]

PORT=25

IMAGE=msg_svr_base/lib/tcp_smtp_server
LOGFILE=msg_svr_base/log/tcp_smtp_server.log

このファイルのパラメータの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

マッピングファイル
mappingsファイルでは、MTAが入力文字列を出力文字列にマップする方法を定義しま
す。

MTAコンポーネントの多くは、テーブル検索に基づいた情報を使用します。一般に、こ
のタイプのテーブルは、入力文字列を出力文字列に変える (マップする)のに使用されま
す。このようなテーブルは、マッピングテーブルと呼ばれ、通常 2つのカラムで構成さ
れます。1つめ (左側)のカラムには入力文字列が、2つめ (右側)のカラムにはその入力文
字列に関連付けられた出力文字列が並んでいます。MTAデータベースのほとんどは、こ
のタイプのマッピングテーブルです。ただし、MTAデータベースファイルには、ワイル
ドカード検索機能がありません。データベース全体でワイルドカードに一致するものを
検索するのは非効率的だからです。

mappingsファイルによって、MTAは複数のマッピングテーブルをサポートできるように
なります。さらに、完全なワイルドカード機能もあり、複数の手順や反復マッピング方
法にも対応しています。このアプローチは、データベースを使用する場合に比べ、さら
に多くの処理を必要とします。特に、エントリ数が多い場合などはなおさらです。ただ
し、それに付随して柔軟性が増すため、同等のデータベースにおけるエントリのほとん
どを必要としなくなり、全体的にオーバーヘッドが少なくなります。

imsimta test -mapping コマンドを使ってマッピングテーブルをテストすることができま
す。mappingsファイルの構文および test -mappingコマンドの詳細は、239ページ
の「マッピングファイル」および『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

mappingsファイルの変更後は、MTAを再起動するか、imsimta reloadコマンドを実行し
てください。

オプションファイル
オプションファイル option.datは、グローバルMTAオプションを指定します。これは、
チャネル固有のオプションとは逆のオプションです。

オプションファイルを使って、MTA全体に適用されるさまざまなパラメータのデフォル
ト値を無効にすることができます。特に、オプションファイルは、設定ファイルやエイ
リアスファイルが読み込まれるさまざまなテーブルのサイズを確立するのに使用されま
す。また、MTAが許可するメッセージのサイズを制御したり、MTA設定で許可する
チャネル数を指定したり、許可する書き換えルールの数を設定したりできます。
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option.datでは、#、!、または ;で始まる行はコメント行として処理されます。先行す
る行の末尾に、続きがあることを示す \がある場合でも同様です。配信オプションなど、
これらの文字を含む長いオプションの場合には注意が必要です。

配信オプションの場合は、自然なレイアウトは #または !で始まる継続行になりますが、
確実で整然とした回避方法はあります。

オプションファイルの構文の詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

テイラーファイル
テイラーファイル imta_tailorは、さまざまなMTAコンポーネントの場所を設定しま
す。MTAが正常に機能するには、imta_tailorファイルが常にmsg_svr_base/config
ディレクトリ内になければなりません。

このファイルを編集して特定の設定にその変更を反映させることはできますが、その際
には注意が必要です。このファイルを変更した場合は、必ずMTAを再起動してくださ
い。MTAが停止しているときに変更を行うのが望ましい方法です。

注 –特に必要でないかぎり、このファイルを変更することは避けてください。

このファイルの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

ジョブコントローラファイル
ジョブコントローラは、メッセージを配信するためのチャネルジョブを作成および管理
します。これらのチャネルジョブは、ジョブコントローラ内の処理プール内で実行され
ます。プールは、チャネルジョブが実行される「場所」であると考えることができま
す。プールは、プール外のジョブとリソースを奪い合うことなく処理できる計算領域で
す。ジョブコントローラの概念とチャネルキーワードの設定については、204ページ
の「ジョブコントローラ」、382ページの「チャネル実行ジョブの処理プール」、および
382ページの「サービスジョブの制限」を参照してください。

ジョブコントローラファイル job_controller.cnfでは、次のチャネル処理情報を指定し
ます。

� さまざまなプールを定義する

� すべてのチャネルに対し、マスタープログラム名とスレーブプログラム名を指定する
(該当する場合)

imta.cnfファイルでは、poolキーワードを使ってプロセスプール (job_controller.cnfで
定義)の名前を指定します。たとえば、次のサンプルファイル job_controller.cnfの要素
は、プール MY_POOLを定義します。
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[POOL=MY_POOL]

job_limit = 12

次のサンプルファイル imta.cnfの要素は、チャネルブロック内でプール MY_POOLを指定
します。

channel_x pool MY_POOL

channel_x-daemon

デフォルトのプール設定に関連付けられたパラメータを変更したり、プールを追加する
場合は、job_controller.cnfファイルを編集し、ジョブコントローラをいったん終了し
てから再起動してください。

ジョブコントローラ設定ファイルの最初のプールは、プール名が指定されていないすべ
ての要求に使用されます。MTA設定ファイル (imta.cnf)で定義されているMTAチャネル
は、後ろにプール名が続く poolチャネルキーワードを使って、特定のプールに処理要求
を送ることができます。このプール名は、ジョブコントローラ設定のプール名と一致し
なければなりません。ジョブコントローラが要求されたプール名を認識できない場合、
その要求は無視されます。

最初の設定で、次のプールを定義します。DEFAULT、LOCAL_POOL、IMS_POOL、SMTP_POOL。

使用例
通常、特定のチャネルの処理を別のチャネルの処理と区別する場合は、ジョブコント
ローラ設定に付加的なプール定義を追加します。また、特性が異なるプールを使用する
こともできます。たとえば、チャネルが処理できる同時要求の数を制御する必要がある
とします。これを行うには、ジョブ範囲を設定した新規プールを作成し、poolチャネル
キーワードを使ってチャネルをより適切なプールに割り当てます。

プール定義のほかに、ジョブコントローラ設定ファイルには、各チャネルの要求を処理
するのに必要なMTAチャネルとコマンドのテーブルが含まれています。要求には「マス
ター」と「スレーブ」の 2種類があります。一般に、チャネルマスタープログラムは、
そのチャネルのMTAメッセージキューにメッセージが保存されている場合に呼び出され
ます。マスタープログラムは、メッセージをキューから取り出します。

スレーブプログラムは、チャネルをポーリングし、そのチャネル内の受信メッセージを
取り込むために呼び出されます。マスタープログラムはほぼすべてのMTAチャネルにあ
りますが、スレーブプログラムはMTAチャネルにはほとんどなく、必要とされません。
たとえば、TCP/IPを介して SMTPを処理するチャネルではスレーブプログラムは使用さ
れません。これは、すべての SMTPサーバーからの要求に応じて、ネットワークサービ
スである SMTPサーバーが着信 SMTPメッセージを受け取るためです。SMTPチャネルの
マスタープログラムは、MTAの SMTPクライアントです。

チャネルに関連付けられた宛先システムが一度に複数のメッセージを処理できない場合
は、ジョブ範囲が 1である新しいタイプのプールを作成する必要があります。

[POOL=single_job]

job_limit=1

その他のMTA設定ファイル
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一方、宛先システムで並行処理が可能な場合は、ジョブ範囲の値を増やすことができま
す。

例 10–1に、ジョブコントローラ設定ファイルの例を示します。表 10–6に、使用可能なオ
プションを示します。

例 10–1ジョブコントローラ設定ファイルの例 (UNIX)

! MTA ジョブコントローラ設定ファイル
!

! グローバルデフォルト
tcp_port=27442 (1)
secret=never mind

slave_command=NULL (2)
max_life_age=3600 (3)
!

!

! プールの定義
!

[POOL=DEFAULT] (4)
job_limit=10 (5)
!

[POOL=LOCAL_POOL]

job_limit=10

!

[POOL=IMS_POOL]

job_limit=1

!

[POOL=SMTP_POOL]

job_limit=1

!

! チャネルの定義
!

!

[CHANNEL=l] (6)

master_command=msg_svr_base/lib/l_master
!

[CHANNEL=ims-ms]

master_command=msg_svr_base/lib/ims_master
!

[CHANNEL=tcp_*] (7)
anon_host=0

master_command=msg_svr_base/lib/tcp_smtp_client

以下に、上の例の主な項目 (太字の丸括弧付きの数字がある部分)について説明します。

1. このグルーバルオプションは、ジョブコントローラが要求を待機するTCPポート番号
を定義します。

その他のMTA設定ファイル
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2. そのあとの [CHANNEL]セクションのデフォルト SLAVE_COMMANDを設定します。

3. そのあとの [CHANNEL]セクションのデフォルト MAX_LIFE_AGEを設定します。

4. この [POOL]セクションは、DEFAULTという名前のプールを定義します。

5. このプールの JOB_LIMITを 10に設定します。

6. この [CHANNEL]セクションは、lという名前のチャネル (UNIXローカルチャネル)に適
用されます。このセクションに必要な定義は、ジョブコントローラがこのチャネルを
実行するために発行する master_commandだけです。このチャネル名にはワイルドカー
ドが含まれていないため、チャネル名は完全に一致しなければなりません。

7. この [CHANNEL]セクションは、tcp_*で始まるすべてのチャネル名に適用されます。こ
のチャネル名にはワイルドカードが含まれているため、tcp_で始まるすべてのチャネ
ルに一致します。

追加プールの例

ジョブコントローラは、メッセージを配信するためのチャネルジョブを作成および管理
します。これらのチャネルジョブは、ジョブコントローラ内の処理プール内で実行され
ます。プールは、チャネルジョブが実行される「場所」であると考えることができま
す。プールは、プール外のジョブとリソースを奪い合うことなく処理できる計算領域で
す。ジョブ範囲は、job_controllerにプールごとに設定されます。たとえば、SMTP_POOL

の job_limitを 10と定義すれば、このプールで実行できる tcp_smtpクライアントプロセ
スは常に 10個だけです。

tcp_*チャネルを追加する必要があることもあります。たとえば、メール処理が非常に遅
いサイト用の tcpチャネルなどです。このようなチャネルは別のプールで実行することを
お勧めします。理由は、tcp_*チャネルを 10個作成し、SMTP_POOLですべてを実行する場
合は、tcp_*チャネルごとに常に 1つの tcp_smtpクライアントだけを実行することが可能
であるからです (ただし、メールの宛先がすべて tcp_*チャネルであり、SMTP_POOLが 10

個の job_limitで定義されている場合)。システムに大きな負荷があり、どのキューにも
複数の tcp_*チャネル宛の待機メッセージがある場合は、十分ではありません。スロット
が競合しないように、新しい tcp_*チャネルに別のプールを定義することも考えられま
す。

たとえば、次の tcp_*チャネルを設定する場合を考えてみます。

tcp_yahoo smtp mx pool yahoo_pool keyword keyword keyword
tcp-yahoo-daemon

tcp_aol smtp mx keyword keyword keyword pool aol_pool

tcp-aol-daemon

tcp_hotmail smtp mx pool hotmail_pool keyword keyword keyword
tcp-hotmail-daemon

...

tcp_sun smtp mx pool sun_pool keyword keyword keyword
tcp-sun-daemon

その他のMTA設定ファイル
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新規チャネルごとに 10個の tcp_smtp_client処理を追加するには、job_controller.cnf

ファイルに次のように追加します。

[POOL=yahoo_pool]

job_limit=10

[POOL=aol_pool]

job_limit=10

[POOL=hotmail_pool]

job_limit=10

...

[POOL=sun_pool]

job_limit=10

プールの詳細については、382ページの「チャネル実行ジョブの処理プール」を参照して
ください。『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照し
てください。

表 10–6ジョブコントローラ設定ファイルのオプション

オプション 説明

一般的なオプション 説明

INTERFACE_ADDRESS=adapter ジョブコントローラがバインドする IPアドレスインタフェースを指定します。
値 (アダプタ)には、ANY、ALL、LOCALHOST、または IPアドレスのいずれかを指定
できます。デフォルトで、ジョブコントローラはすべてのアドレスにバインド
します (ALLまたは ANYの指定に相当)。INTERFACE_ADDRESS=LOCALHOSTを指定する
と、ジョブコントローラは、ローカルマシンからの接続しか受け付けられませ
ん。これは、ジョブコントローラではマシン間の操作はサポートされていない
ため、通常の操作には影響がありません。ただし、HAエージェントがジョブコ
ントローラの応答をチェックするHA環境では、不適切かもしれません。
Messaging Serverの実行しているマシンがHA環境にあり、「内部ネットワー
ク」アダプタと「外部ネットワーク」アダプタを持っている場合で、大きな
ポート番号への接続をブロックするファイアウォール機能の信頼性が低い場合
は、「内部ネットワーク」アダプタの IPアドレスを指定することをお勧めしま
す。

その他のMTA設定ファイル
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表 10–6ジョブコントローラ設定ファイルのオプション (続き)
オプション 説明

MAX_MESSAGES=integer ジョブコントローラは、メモリ内構造でメッセージに関する情報を保持しま
す。バックログが大きくなった場合は、この構造のサイズを制限する必要があ
ります。バックログのメッセージ数がこのパラメータ値を超えると、その後の
メッセージに関する情報はメモリに保存されません。メールメッセージは常に
ディスクに書き込まれるため、失われることはありませんが、ジョブコント
ローラが認識するメッセージ数がこの値の半分になるまで配信されません。こ
の時点では、ジョブコントローラが imsimta cache -syncコマンドを模倣して
プールディレクトリをスキャンします。

デフォルトは 100000です。

SECRET=file_spec ジョブコントローラに送信される要求を保護するための共有の秘密情報です。

SYNCH_TIME=time_spec ジョブコントローラは定期的にディスク上のプールファイルをスキャンして
ファイルが不足していないかどうかをチェックします。デフォルトでは 4時間ご
とにスキャンされます (ジョブコントローラが起動してから 4時間ごと)。
time_specのフォーマットはHH:MM/hh:mmまたは /hh:mm。hh.mm変数は、イ
ベントの間隔を時間数 (h)と分数 (m)で示します。HH:MM変数は、1日の中で
イベントが最初に発生する時間です。たとえば 15:45/7:15と指定すると、15:45に
イベントが開始し、その後 7時間 15分ごとにイベントが実行されます。

TCP_PORT=integer ジョブコントローラが要求パケットをリッスンするTCPポートを指定します。
このオプションは、デフォルト値がシステム内の別のTCPアプリケーションと
競合しないかぎり変更しないでください。このオプションを変更する必要があ
る場合は、対応するMTAテイラーファイル (msg_svr_base/config/imta_tailor)
の IMTA_JBC_SERVICEオプションも同じように変更する必要があります。
TCP_PORTオプションはグローバルに適用され、[CHANNEL]セクションまたは
[POOL]セクション内にある場合は無視されます。

プールオプション 説明

JOB_LIMIT=integer プールが同時に使用できるプロセスの最大数を指定します。JOB_LIMITは各プー
ルに個別に適用されます。ジョブの最大合計数は、すべてのプールの JOB_LIMIT

パラメータの合計数です。この値をセクションの外に設定すると、JOB_LIMITが
指定されていない [POOL]セクションにより、デフォルトとして使用されます。
このオプションは、[CHANNEL]セクション内では無視されます。

チャネルオプション 説明

MASTER_COMMAND=file_spec チャネルを実行し、そのチャネルからメッセージを取り出すために、ジョブコ
ントローラによって作成されたUNIXシステムプロセスが実行するコマンドのフ
ルパスを指定します。この値をセクションの外に設定すると、MASTER_COMMAND

が指定されていない [CHANNEL]セクションにより、デフォルトとして使用されま
す。[POOL]セクション内では、このオプションが無視されます。

MAX_LIFE_AGE=integer チャネルマスタージョブに対する最大のライフタイムを秒数で指定します。こ
のパラメータがチャネルに指定されていない場合は、グローバルなデフォルト
値が使用されます。デフォルト値が指定されていない場合は、14400 (240分)が
使用されます。

その他のMTA設定ファイル
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表 10–6ジョブコントローラ設定ファイルのオプション (続き)
オプション 説明

MAX_LIFE_CONNS=integer マスターチャネルの寿命は、最長使用期間パラメータのほか、メッセージがあ
るかどうかをジョブコントローラに確認する回数によっても制限されます。こ
のパラメータがチャネルに指定されていない場合は、グローバルなデフォルト
値が使用されます。デフォルト値が指定されていない場合は 300が使用されま
す。

SLAVE_COMMAND=file_spec チャネルを実行し、そのチャネルに入れるメッセージをポーリングするため
に、ジョブコントローラによって作成されたUNIXシステムプロセスが実行する
コマンドのフルパスを指定します。ほとんどの場合、MTAチャネルには
SLAVE_COMMANDがありません。その場合は、予約値であるNULLを指定します。
この値をセクションの外に設定すると、SLAVE_COMMANDが指定されていない
[CHANNEL]セクションにより、デフォルトとして使用されます。[POOL]セク
ション内では、このオプションが無視されます。

エイリアス
MTAには、ローカルシステムに関連付けられ、実際のユーザーと必ずしも対応しない
メールボックス名をサポートする機能である「エイリアス」があります。エイリアス
は、メーリングリストの作成、メールの転送、およびユーザーの別名の設定に役立ちま
す。エイリアス解決の処理方法については、212ページの「$Vメタキャラクタ」を参照
してください。

aliasesファイルまたはエイリアスデータベースで定義されている旧形式のメーリングリ
ストは、非定位置パラメータ [capture]をとるようになりました。[capture]パラメータが
使用されている場合、このパラメータで指定するのは、LDAPでユーザーまたはグループ
に適用される LDAP_CAPTURE属性で指定される取得アドレスと同じセマンティクスの取得
アドレスです。

エイリアスデータベース
エイリアスデータベースの使用はお勧めしません。代わりに aliasesファイルを使用して
ください。このファイルは imsimta reloadコマンドを使用して動的に再読み込みできま
す。

MTAはディレクトリ内の情報を使用し、エイリアスデータベースを作成します。このエ
イリアスデータベースは、標準のエイリアスファイルが参照されるたびに参照されま
す。ただし、エイリアスデータベースのエントリが調べられるのは、標準のエイリアス
ファイルが使用される前です。すなわち、デーベースは、エイリアスファイルが使用さ
れる前に実行される、一種のアドレス書き換え機能として動作します。

エイリアス
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注 –データベースの形式は固有のものです。データベースを直接編集しないでください。
必要な変更はすべてディレクトリで行なってください。

エイリアスファイル
aliasesファイルは、ディレクトリで設定されていないエイリアスを設定するのに使用し
ます。よい例として、Postmasterエイリアスが挙げられます。このファイルで設定したエ
イリアスがディレクトリにもある場合、このファイルの設定は無視されます。imsimta

reloadコマンドを発行するかMTAを再起動すると変更が有効になります。感嘆符 (!)で
始まる行は、コメント行として解釈されるため、無視されます。また、空白行も無視さ
れます。

注 –Messaging Serverには、アドレスリバースデータベースや特殊化されたマッピングテー
ブルなど、アドレス操作のためのその他の機能もあります。ただし、アドレス操作を実
行する可能性がある場合には、常に書き換えルールを使用するようにしてください。
第 11章を参照してください。

このファイルでは、一行に入力できる文字数が 1024バイトに制限されています。\ (円記
号)を継続文字として使用すれば、1つの論理行を複数の行に分割することができます。

ファイルフォーマットは以下のとおりです。

user@domain: address (ホストしているドメイン内のユーザー用)

user@domain: address (ホストしていないドメイン内のユーザー用。例:デフォルトドメイ
ン)

例:

! A /var/mail/ ユーザー
inetmail@siroe.com: inetmail@native-daemon

! メッセージストアユーザー
ms_testuser@siroe.com: mstestuser@ims-ms-daemon

エイリアスファイルにほかのファイルを含める
プライマリ aliasesファイルには、ほかのファイルを含めることができます。次の行は、
MTAに file-specファイルを読み込むように指示するためのものです。

<file-spec

エイリアス
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ファイル仕様は、完全なパスを指定したものでなければなりません。また、そのファイ
ルには、プライマリ aliasesファイルと同じ保護が設定されている必要があります (たと
えば、誰でも読み込み可能であることなど)。

インクルードファイルの内容は、aliasesファイル内の参照ポイントに挿入されます。イ
ンクルードファイルへの参照をそのファイルの実際の内容に置き換えることによって
も、同様の効果が得られます。インクルードファイルの形式は、プライマリ aliases

ファイルとまったく同じになります。さらに、インクルードファイルにほかのファイル
を含めることも可能です。インクルードファイルは、3階層までネストすることができま
す。

コマンド行ユーティリティー
Messaging Serverには、MTAに関する各種保守、テスト、管理などのタスクを実行するた
めのコマンド行ユーティリティーが備わっています。たとえば、MTAの設定、エイリア
ス、マッピング、セキュリティー、システム全体のフィルタファイル、およびオプ
ションファイルをコンパイルするには、imsimta cnbuildコマンドを使用します。MTAコ
マンド行ユーティリティーの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。

SMTPセキュリティーとアクセス制御
SMTPセキュリティーとアクセス制御については、第 17章を参照してください。

ログファイル
MTA固有のログファイルはすべて、ログディレクトリ (msg_svr_base/log)に保存されま
す。このディレクトリには、MTAを介したメッセージトラフィックのログファイル、お
よび特定のマスタープログラムまたはスレーブプログラムの情報を記述したログファイ
ルがあります。

MTAログファイルの詳細については、第 21章を参照してください。

内部形式から公的な形式にアドレスを変換するには
アドレスは、アドレスリバースデータベース (リバースデータベースとも呼ばれる)と
REVERSEマッピングテーブルを使って内部形式から公的なアドバタイズ形式に変換するこ
とができます。たとえば、uid@mailhost.siroe.comは、siroe.comドメイン内では有効な
アドレスであっても、外部に公開するには適切なアドレスではない場合があります。こ
の場合は、firstname.lastname@siroe.comのような公式アドレスを使用することをお勧め
します。

内部形式から公的な形式にアドレスを変換するには
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注 –Messaging Serverには、aliasesファイルや特殊化されたマッピングテーブルなど、ア
ドレス操作のためのその他の機能もあります。ただし、アドレス操作を実行する可能性
がある場合には、常に書き換えルールを使用するようにしてください。第 11章を参照し
てください。

リバースデータベースでは、各ユーザーの公式アドレスはディレクトリ内のユーザーエ
ントリのmail属性で指定されています。プライベートアドレスや内部アドレスは、
mailAlternativeAddress属性で指定されています。配布リストについても同様です。

リバースデータベースには、有効なアドレスと公式アドレスとの間のマッピングが含ま
れています。通常、リバースデータベースはMTAデータベースディレクトリにありま
す。このデータベースは、msg_svr_base/config/imta_tailorファイルの
IMTA_REVERSE_DATABASEオプションで名前が指定されているファイルで構成されます。特
に設定を変更しない限り、これらのファイルはmsg_svr_base/data/db/reversedb.*です。

データベース内でアドレスが見つかった場合は、そのデータベースの対応する右側部分
がアドレスとして置き換えられます。アドレスが見つからなかった場合は、mappings

ファイルで REVERSEという名前のマッピングテーブルが検索されます。このマッピング
テーブルが存在しない場合、またはマッピングテーブル内に一致するエントリがない場
合には、置換は行われず、書き換えは通常どおりに終了します。

REVERSEマッピングテーブルが mappingsファイル内にあり、アドレスがマッピングエント
リと一致し、そのエントリが $Yを指定している場合は、結果の文字列によってアドレス
が置き換えられます。$Nを指定している場合は、マッピングの結果が破棄されます。
マッピングエントリが $Yのほかに $Dを指定している場合は、結果の文字列を使ってもう
一度リバースデータベースがスキャンされます。一致するエントリが見つかった場合
は、データベースのテンプレートによってマッピングの結果 (つまりアドレス)が置き換
えられます。一般的な REVERSEマッピングテーブルエントリ (すべてのチャネルに適用さ
れるエントリ)の形式は、以下のとおりです。フラグは、新しいアドレスの前または後ろ
に指定できます。

REVERSE

OldAddress $Y[Flags]NewAddress

チャネル固有のエントリ (特定のチャネルから渡されるメッセージ上でのみ実行される
マッピング)の形式は、次のとおりです。チャネル固有のエントリを機能させるには、
option.datで use_reverse_databaseを 13に設定する必要があります。

REVERSE

source-channel|destination-channel|OldAddress $Y[Flags]NewAddresS
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REVERSEマッピングテーブルのフラグを表 10–7に示します。

表 10–7REVERSEマッピングテーブルのフラグ

フラグ 説明

$Y 出力文字列を新規アドレスとして使用します。

$N アドレスは変更されません。

$D 出力文字列を使ってリバースデータベースをスキャンします。

$A パターンをリバースデータベースエントリとして追加します。

$F パターンを正引きデータベースエントリとして追加します。

フラグの比較 説明

$:B ヘッダー (本文)のアドレスのみを照合します。

$:E エンベロープアドレスのみを照合します。

$:F 前方を探すアドレスのみを照合します。

$:R 後方を探すアドレスのみを照合します。

$:I メッセージ IDのみを照合します。

アドレスリバース制御を設定するには
reverseチャネルキーワードと noreverseチャネルキーワード、およびMTAの
USE_REVERSE_DATABASEオプションと REVERSE_ENVELOPEオプションを使用して、アドレス
リバースを適用する時期や方法などの指定を制御できます。デフォルトでは、アドレス
リバース操作は、後方を探すアドレスだけではなく、すべてのアドレスに適用されま
す。

アドレスリバースは、REVERSE_ENVELOPEシステムオプションの値を設定することに
よって (デフォルト: 1-on、0-off)、有効または無効にすることができます。

宛先チャネル上の noreverseは、アドレスリバースがメッセージ内のアドレスに適用され
ないことを指定します。reverseは、アドレスリバースが適用されることを指定します。
詳細は、393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使用を有効にする」を参
照してください。

USE_REVERSE_DATABASEは、MTAが置換アドレスとしてアドレスリバースデータベース
とREVERSEマッピングを使用するかどうかを制御します。値 0は、アドレスリバースがど
のチャネルでも使われないことを示します。値 5 (デフォルト)は、アドレスリバースが、
MTAアドレス書き換えプロセスによる書き換え後に、後方を探すアドレスだけではな
く、すべてのアドレスに適用されることを指定します。値 13は、アドレスリバースが、
MTAアドレス書き換えプロセスによる書き換え後に、後方を探すアドレスだけでな
く、reverseチャネルキーワードを含むアドレスに適用されることを意味します。また、
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USE_REVERSE_DATABASEオプションのビット値を設定して、アドレスリバース操作の単位
を指定することもできます。詳細は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「Option File Format andAvailable Options」を参照してくださ
い。

REVERSE_ENVELOPEオプションは、メッセージヘッダーアドレスとともにエンベロープ
Fromアドレスにもアドレスリバースを適用するかどうか制御します。

これらの効果の詳細については、『Sun Java SystemMessaging ServerAdministration
Reference』の各オプションおよびキーワードの説明を参照してください。

一般的なリバースマッピングの例
一般的な REVERSEマッピングの例を次に示します。この例では、siroe.comの内部アドレ
スの形式が user@mailhost.siroe.comであると仮定しています。ただし、ユーザーのネー
ムスペースでは、user@host1.siroe.comと user@host2.siroe.comが siroe.comのすべての
ホストで同じユーザーを指定しています。次の REVERSEマッピングは、アドレスリバース
データベースとともに使用できます。

REVERSE

*@*.siroe.com $0@siroe.com$Y$D

この例では、name@anyhost.siroe.comという形式のアドレスが name@siroe.comに変換さ
れています。$Dメタキャラクタでは、アドレスリバースデータベースが参照されるよう
になります。アドレスリバースデータベースには、以下の形式のエントリが含まれてい
ます。

user@mailhost.siroe.com first.last@siroe.com

チャネル固有のリバースマッピングの例
デフォルトでは、ルーティングの範囲がメールサーバードメインに設定されている場合
に、アドレスリバースデータベースが使用されます。チャネル固有の REVERSEマッピング
テーブルエントリの例を以下に示します。

REVERSE

tcp_*|tcp_local|binky@macho.siroe.com $D$YRebecca.Woods@siroe.com

このエントリは、MTAに対して、ソースチャネル tcp_*から宛先チャネル tcp_localに送
信されるすべてのメールのアドレス形式を、binky@macho.siroe.comから
Rebecca.Woods@siroe.comに変更するように指示します。
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注 –チャネル固有のリバースマッピングを有効にするには、option.datの
USE_REVERSE_DATABASEオプションを 13に設定する必要があります (デフォルト =5)。

正引き検索テーブルと FORWARDアドレスの
マッピング
アドレスリバースは、エンベロープTo:アドレスには適用されません。これは、エンベ
ロープTo:アドレスは、メッセージがメールシステムで処理される過程で次々と書き換え
られ、変更されるからです。ルーティングの目的は、エンベロープTo:アドレスをシステ
ムまたはメールボックス固有のフォーマットに変換していくことです。アドレスリバー
スの正規化機能は、エンベロープTo:アドレスには不適切です。

MTAでは豊富な機能が使用でき、エンベロープTo:アドレスの置換が実行できます。エ
イリアスファイル、エイリアスデータベース、および一般検索テーブルによって、この
機能が提供されます。

MTAでは、正引き検索テーブルや FORWARDマッピングも提供されており、パターンに基
づく転送、ソース固有の転送、アドレスの自動登録などの特殊な転送に使用されます。
ただし、正引き検索テーブルや FORWARDマッピングは、特殊なアドレス転送のための機能
であることに注意してください。ほとんどのアドレス転送には、MTAのほかの転送機構
を使用したほうがパフォーマンスは向上します。

エンベロープTo:アドレス用のさまざまな置換機構では、リバース検索テーブルと同等の
機能が提供されますが、リバースマッピングと同等の機能は現時点ではありません。エ
ンベロープTo:アドレス用のマッピング機能が必要とされる状況が発生することもありま
す。

FORWARDマッピングテーブル
FORWARDマッピングテーブルでは、パターンに基づいた転送を行うための機能が提供され
ます。また、ソース固有の転送を行うための機構も提供されます。マッピングファイル
内に FORWARDマッピングテーブルがある場合、それは各エンベロープTo:アドレスに適用
されます。このマッピングテーブルがない場合や一致するエントリがマッピングテーブ
ルにない場合、変更は行われません。

アドレスに一致するマッピングエントリがある場合は、マッピングの結果がテストされ
ます。エントリが $Yを指定している場合は、エンベロープTo:アドレスは結果の文字列
で置き換えられ、エントリが $Nを指定している場合は、マッピングの結果が破棄されま
す。このほかのフラグの一覧は、表 10–8を参照してください。
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表 10–8FORWARDマッピングテーブルフラグの各フラグの説明

フラグ 説明

$D 出力文字列を使って書き換えプロセスを再び実行します

$G 正引き検索テーブルの使用が有効になっている場合に、出力文字列を使って正引き検索
テーブルをスキャンします

$H 正引き検索テーブルまたは FORWARDマッピングの検索続行を無効にします

$I .HELDファイルとしてメッセージを保留します

$N アドレスは変更されません

$Y 出力文字列を新規アドレスとして使用します

FORWARDマッピングが存在する場合は、正引き検索テーブルの検索が行われる前に参照さ
れます。FORWARDマッピングが一致し、フラグ $Gが付いていれば、FORWARDマッピン
グの結果は正引き検索テーブルに対してチェックされます。ただ
し、USE_FORWARD_DATABASEが適切に設定されていて正引き検索テーブルの使用が有効に
なっている必要があります。チャネル固有の正引き検索テーブルの使用が指定されてい
る場合は、正引き検索テーブルの検索が行われる前に、ソースアドレスとソースチャネ
ルが FORWARDマッピングの結果の前に付けられます。一致する FORWARDマッピングエント
リが $Dを指定している場合、FORWARDマッピング (およびオプションの正引き検索テーブ
ルの検索)の結果を使用してMTAアドレス書き換えプロセスが再び実行されます。一致
する FORWARDマッピングエントリが $Hを指定している場合、それ以上の FORWARDマッピン
グまたはデータベースの検索は、$Dを使用したことによる後続のアドレス書き換えプロ
セスの間に実行されません。

以下に、複雑な REVERSEマッピングおよび FORWARDマッピングの使用例を示します。
mr_localチャネルに関連付けられている am.sigurd.innosoft.comというシステム (仮のドメ
イン)が、次の一般的な形式のRFC 822アドレスを生成すると仮定します。

"lastname, firstname"@am.sigurd.example.com

または

"lastname,firstname"@am.sigurd.example.com

これらのアドレスは完全に正しいものですが、RFC 822の構文ルールに完全準拠していな
いほかのメーラー (たとえば、引用符で囲まれたアドレスを適切に処理しないメーラー)
では混乱が生じることがあります。そのため、引用を必要としないアドレス形式のほう
が、多くのメーラーで機能する傾向があります。次はその一例です。

firstname.lastname@am.sigurd.example.com

複雑な FORWARDマッピングおよびREVERSEマッピングの例
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REVERSE

*|mr_local|"*,$ *"@am.sigurd.example.com $Y"$1,$ $2"@am.sigurd.example.com

*|mr_local|"*,*"@am.sigurd.example.com $Y"$1,$ $2"@am.sigurd.example.com

*|*|"*,$ *"@am.sigurd.example.com $Y$3.$2@am.sigurd.example.com

*|*|"*,*"@am.sigurd.example.com $Y$3.$2@am.sigurd.example.com

*|mr_local|*.*@am.sigurd.example.com $Y"$2,$ $1"@am.sigurd.example.com

*|*|*.*@am.sigurd.example.com $Y$2.$3@am.sigurd.example.com

FORWARD

"*,$ *"@am.sigurd.example.com $Y"$0,$ $1"@am.sigurd.example.com

"*,*"@am.sigurd.example.com $Y"$0,$ $1"@am.sigurd.example.com

*.*@am.sigurd.example.com $Y"$1,$ $0"@am.sigurd.example.com

上記の例では、サンプルのマッピングテーブルの目的には 3段階あります。(1)上記の 3
種類のアドレス形式をすべて使用可能にする。(2)必要に応じて形式を変換し、元の形式
のアドレスのみをmr_localチャネルに提示する。(3)必要に応じて形式を変換し、新しい
引用府なしの形式のアドレスのみをほかのすべてのチャネルに提示する (例で示した
REVERSEマッピングでは、MTAオプション USE_REVERSE_DATABASEのビット 3が設定されて
いると仮定)。

正引き検索テーブル
アドレス転送を自動登録またはソース固有にする必要がある場合には、正引き検索テー
ブルを使用します。通常、単純なメッセージの転送に正引き検索テーブルを使用するこ
とは適切ではありません。このような転送には、aliasesファイルまたはエイリアス検索
テーブルを使用するほうが効率的です。デフォルトでは、正引き検索テーブルは一切使
用されません。使用するには、USE_FORWARD_DATABASEオプションを使用して明示的に有
効にする必要があります。正引き検索テーブルの検索は、アドレス書き換えの後、エイ
リアス展開が実行され、FORWARDマッピングがチェックされた後で実行されます。正引き
検索テーブルの検索が成功した場合、結果の置換済みアドレスを使用してMTAアドレス
書き換えプロセスが初めからやり直されます。

正引き検索テーブルに使用できる機構には、メモリ内ハッシュテーブルと従来のデータ
ベースの 2つがあります。テーブルのサイズが極端に大きい場合を除いて、
ハッシュテーブルを使用することをお勧めします (1,000はそれほど大きいとされない。
100,000が目安)。ハッシュテーブルは、use_text_databaseオプションにビット 3 (値 34)
を設定すること、および use_forward_databaseを設定することによって有効になりま
す。ハッシュテーブルは、msg_svr_base/configure/forward.txtから読み込まれ、設定の
再読み込み可能な部分にコンパイルされます。imsimta reloadコマンドを使用すると、
これをアクティブなMTAプロセスに再読み込みできます。

正引きデータベースは、crdbユーティリティーを使用してソーステキストファイルから
作成されたMTAcrdbデータベースです。デフォルトでは、ソーステキストファイルは次
のような形式になっています。
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user1@domain1 changedmailbox1@changeddomain1

user2@domain2 changedmailbox@changeddomain2

ただし、USE_FORWARD_DATABASEオプションでビット 3が設定されていてソース固有の正引
きデータベースの使用が有効になっている場合は、ソーステキストファイルの形式は次
のようになります。

source-channel|source-address|original-address changed-address

たとえば、次のようなエントリがあるとします。

tcp_limited|bob@blue.com|helen@red.com “helen of troy”@siroe.com

この例では、To:アドレス helen@red.comが“helen of troy”@siroe.comにマッピングされ
ます (メッセージの差出人が bob@blue.comで、キューに入れられるチャネルが
tcp_limitedであると仮定した場合)。

配信ステータス通知メッセージを制御する
配信ステータス通知、すなわちステータス通知は、MTAが差出人に送信する電子メール
ステータスメッセージで、ポストマスターに送信することもできます。Messaging Server
では、通知メッセージの内容や言語をカスタマイズすることができます。また、配信ス
テータス (たとえば、FAILED、BOUNCED、TIMEDOUTなど)の種類ごとに異なるメッセージを
作成することもできます。さらに、特定のチャネルから送信されたメッセージに関する
ステータス通知を作成することもできます。

デフォルトでは、ステータス通知はmsg_svr_base/config/locale/Cディレクトリに保存さ
れます (msg_svr_base/config/imta_tailorファイルの IMTA_LANG設定で指定)。次のような
種類があります。

return_bounced.txt、return_delivered.txt、return_header.opt、return_timedout.txt、
return_deferred.txt、return_failed.txt、return_prefix.txt、return_delayed.txt、
return_forwarded.txt、return_suffix.txt

*.txtファイルのメッセージテキストは、1行につき 78文字以内である必要があります。
これらのファイルには直接変更を加えないてください。これらのファイルは、Messaging
Serverの現在のバージョンのアップグレード時に上書きされます。ファイルを変更して独
自の通知メッセージテンプレートファイル (return_*.txt)として使用する場合は、新し
いディレクトリにファイルをコピーし、そちらを編集してください。次に imta_tailor

ファイルに IMTA_LANGオプションを設定し、このテンプレートがある新しいディレクトリ
を指定します。通知ファイルのセットを複数作成する場合は (言語別のセットを作成する
場合など)、NOTIFICATION_LANGUAGEマッピングテーブルを設定する必要があります。

ステータス通知を作成および変更するには
通知メッセージは、return_prefix.txt、return_ActionStatus.txt、return_suffix.txtの 3
ファイルのセットで構成されています。
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通知をカスタマイズまたはローカライズするには、ロケールまたはカスタマイズ、ある
いはその両方のそれぞれに return_*.txtファイルの全セットを作成し、それを別々の
ディレクトリに保存します。たとえば、あるディレクトリにはフランス語の通知ファイ
ル、もう 1つのディレクトリにはスペイン語の通知ファイルを保存し、3つ目のディレク
トリには特殊な不特定多数宛メールに対する通知を保存することができます。

注 –このリリースには、フランス語、ドイツ語、およびスペイン語のサンプルファイルが
含まれています。これらのファイルは、ユーザーのそれぞれのニーズに合わせて変更す
ることができます。

日本語などの 2バイト文字の場合は、日本語でテキストを作成してから、そのテキスト
をASCII形式に変換してから、%文字がないかどうかをチェックしてください。不測の%
文字が存在する場合は、%%で置き換えてください。

ステータス通知メッセージの形式と構造は次のとおりです。

1. return_prefix.txtには、該当するヘッダーテキストと本文の導入部分が含まれま
す。米国英語のロケールのデフォルトは以下のとおりです。

Content-type: text/plain; charset=us-asci

Content-language: EN-US

This report relates to a message you sent with the following

header fields: %H

US-ASCII以外のステータス通知メッセージの場合は、charsetパラメータと
Content-Languageヘッダーを適切な値に変更する必要があります (たとえばフランス
語用のファイルでは ISO-8859-1と fr)。%Hは、表 10–9で定義されているヘッダー置
換シーケンスです。

2. return_<ActionStatus>.txtにはステータス専用のテキストが含まれています。
ActionStatusは、メッセージのMTAステータスタイプです。たとえば、デフォルトで
は return_failed.txtのテキストは次のようになります。

Your message cannot be delivered to the following recipients:%R

return_bounced.txtのデフォルトのテキストは次のようになります。

Your message is being returned. It was forced to return bythe postmaster.

The recipient list for this message was:%R

3. return_suffix.txtには結びのテキストが含まれます。デフォルトでは、このファイ
ルは空白です。
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表 10–9通知メッセージの置換シーケンス

置換 定義

%H メッセージのヘッダーに展開します。

%C メッセージがキューに入っていた時間の単位1に展開します。

%L 返送されるまでメッセージがキューに置かれていた時間の単位1に展開します。

%F メッセージがキュー内に留まることができる時間の単位 1に展開します。

%S [%s] 以前展開した数値が 1以外の場合は、Sまたは sに展開します。次に例を示します。「%Cday%s」は、
メッセージがキューに入っていた日数によって「1 day」または「2 days」などに展開できます。

%U [%u] 使用する時間の単位 (時間または日)に展開します。次に例を示します。「%C%U%s」は、メッセージ
がキューに入っていた日数または時間数とMTAオプション RETURN_UNITSの値によって「2日」や「1時
間」などに展開できます。RETURN_UNITS=1 (時間)を設定していて、ローカライズされた通知メッセージ
をサイトで使用している場合は、英語以外のすべての言語に関して、return_delayed.txtと
return_timedout.txtを編集し、「日」に相当する単語を「時間」に相当する単語で置き換える必要が
あります。たとえば、フランス語では、jour(s)を heure(s)と置き換えます。ドイツ語では、Tag(e)を
Stunde(n)と置き換えます。スペイン語では、día(s)を hora(s)と置き換えます。

%R メッセージの受取人のリストに展開します。

%% % (テキストの置換シーケンスは、文字セットに関係なくバイト単位でスキャンされる。2バイトの文
字セットを使用する場合は、意図しない%記号を確認する必要がある。)

1単位は、時間または日 (デフォルト)で、MTAオプションファイルのRETURN_UNITSオプションで定義されます。

配信ステータス通知メッセージをカスタマイズお
よびローカライズするには
配信ステータス通知メッセージをローカライズして、言語別に異なるユーザーに
メッセージを返すことができます。たとえば、フランス語を使用しているユーザーにフ
ランス語の通知を返すことができます。

ステータス通知メッセージのローカライズまたはカスタマイズは、次の 2つの手順で行
います。

1. ローカライズまたはカスタマイズされた return_*.txtメッセージファイルのセットを
作成し、別々のディレクトリに保存します。詳細は、272ページの「ステータス通知
を作成および変更するには」を参照してください。

2. NOTIFICATION_LANGUAGEマッピングテーブルを設定します。

NOTIFICATION_LANGUAGEマッピングテーブル (msg_svr_base/config/mappings)では、送信元
メッセージ (通知が送信される原因であるメッセージ)の属性 (言語、国、ドメイン、アド
レスなど)に応じて使用される、ローカライズまたはカスタマイズされた通知メッセージ
ファイルのセットを指定します。
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元の差出人のメッセージがパースされ、ステータス通知の種類、ソースチャネル、優先
言語、返信アドレス、および 1人目の受取人が決定されます。テーブルの構築方法に
よって異なりますが、通知ファイルのセットは 1つ以上の属性によって選択されます。

NOTIFICATION_LANGUAGEマッピングテーブルの形式は次のとおりです。サンプルのエント
リ行は、紙面の都合で折り返されています。実際のエントリは、1行で記述する必要があ
ります。

NOTIFICATION_LANGUAGE

dsn-type-list|source-channel|preferred-language|return-address \

|first-recipient $Idirectory-spec

� dsn-type-listは、配信ステータス通知の種類のコンマ区切りリストです。複数の種
類を指定する場合はコンマで区切ります。スペースでは区切りません。スペースを使
用すると、マッピングテーブルエントリのパターンが終了します。次のような種類が
あります。

� failed -一般的な、永続的配信不能を示すメッセージ (「そのようなユーザーはあ
りません」など)。return_failed.txtファイルが使用されます。

� bounced -手動で「バウンス」した場合に使用される通知メッセージ。ポストマス
ターを実行します。return_bounced.txtファイルが使用されます。

� timedout -MTAが、指定された配信期間内にメッセージを配信できなかったことを
示します。メッセージは送り返されます。return_timedout.txtファイルが使用さ
れます。

� delayed -MTAが、メッセージを配信できなかったが、引き続き配信を試みている
ことを示します。return_delayed.txtファイルが使用されます。

� deferred -「delayed」に類似した配信不能通知。ただし、MTAが配信試行を続行
する期間は表示されません。return_deferred.txtファイルが使用されます。

� forwarded -このメッセージに対して配信確認が要求されていたが、このメッセー
ジは配信確認がサポートされていないシステムに転送されたことを示します。
return_forwarded.txtファイルが使用されます。

� source-channelは通知メッセージを生成するチャネル、つまり現在メッセージが
キューに入っているチャネルです。たとえば、メッセージストアの配信キューの
ims-ms、送信用 SMTPキューの tcp_localなどがあります。

� preferred-languageは、処理中のメッセージ (通知を生成中のメッセージ)で使用され
る言語です。この情報のソースは、第 1に accept_languageフィールドです。この
フィールドにない場合は、Preferred-language:ヘッダーフィールドと
X-Accept-Language:ヘッダーフィールドが使用されます。標準の言語コードの値のリ
ストは、msg_svr_base/config/languages.txtファイルを参照してください。

このフィールドには、空の場合を除き、メッセージの発信者が Preferred-language:

ヘッダー行または X-Accept-language:ヘッダー行に指定した内容が入ります。このた
め、意味のない文字が使用されることもあります。
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� return-addressは、送信元メッセージのエンベロープ From:アドレスです。これは、
通知メッセージの送信先となるエンベロープアドレスであり、使用言語の手掛かりに
なることがあります。

� first-recipientは、元のメッセージの宛先のエンベロープ To:アドレス (メッセージ
が複数の受取人に届かない場合は 1人目の受取人アドレス)です。たとえば、
「dan@siroe.comへのメッセージは配信されませんでした」という通知では、報告を
受けるエンベロープ To:アドレスは dan@siroe.comです。

� directory-specは、マッピングテーブルのプローブに一致する場合に使用する
return_*.txtファイルを含むディレクトリです。$Iの後ろにディレクトリの指定が続
きます。

たとえば、フランス語の通知ファイル (return_*.txt)が
/lc_messages/table/notify_french/ディレクトリにあり、スペイン語の通知ファイル
(return_*.txt)が /lc_messages/table/notify_spanish/ディレクトリにあるサイトで
は、次のようなテーブルを使用できます。各エントリは 1つまたは複数のスペースで
始まり、エントリ間には空白行はありません。

NOTIFICATION_LANGUAGE

! 優先言語: 指定されたヘッダー値
!

*|*|fr|*|* $I/lc_messages/table/notify_french/

*|*|es|*|* $IIMTA_TABLE/notify_spanish/

*|*|en|*|* $I/imta/lang/

!

! 優先言語の値が指定されていない場合は、ドメイン名の国別コードに
! 基づいて通知を選択します。例: PF= フランス領ポリネシア、BO= ボリビア
!

*|*|*|*.fr|* $I/imta/table/notify_french/

*|*|*|*.fx|* $I/imta/table/notify_french/

*|*|*|*.pf|* $I/imta/table/notify_french/

*|*|*|*.tf|* $I/imta/table/notify_french/

*|*|*|*.ar|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.bo|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.cl|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.co|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.cr|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.cu|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.ec|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.es|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.gp|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.gt|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.gy|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.mx|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.ni|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.pa|* $I/imta/table/notify_spanish/

*|*|*|*.ve|* $I/imta/table/notify_spanish/
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注 –デフォルトの mappings.localeファイルはインストールによって組み込まれます。こ
れは、通知言語マッピングを有効にするために mappingsファイルに組み込まれます。通
知言語マッピングを無効にするには、インクルード行を以下のようにコメントアウトし
ます。

! <IMTA_TABLE:mappings.locale

ファイル内のコメントを読み、必要に応じて変更してください。

生成された通知の国際化
配信ステータス通知およびMDN (message disposition notification)の両方に、2つのオプ
ションファイルが使用できます。これらは、生成された通知をより柔軟に国際化するた
めのものです。次の 2種類があります。

IMTA_LANG:return_option.dat (DSN)IMTA_LANG:disposition_option.dat (MDN)

これらのファイルに使用できるオプションを、表 10–10に示します。

表 10–10配信ステータス通知およびMDN(message disposition notification)のオプション

オプション 説明

DAY (DSN) RETURN_UNITS=0 (デフォルト)が設定されている場合に、%Uまたは %uと置き換えて
挿入される文字です。%Uと %uとは区別されません (デフォルトでは、英語
の「Day」と「day」が区別して置換される)。

DIAGNOSTIC_CODE (DSN) DSNの最初の受取人ごとのセクションの作成に使用した「Diagnostic code:」文
字のオーバーライドです。このフィールドには、DSNの最初の部分で使用したの
と同じ文字セットを指定する必要があります。

HOUR (DSN) RETURN_UNITS=1が設定されている場合に、%Uまたは %uと置き換えて挿入される文
字です。%Uと %uとは区別されません (デフォルトでは、英語の「Hour」
と「hour」が区別して置換される)。

n.n.n (DSN) DSNの受取人ごとのセクションの作成時に、受取人単位のステータスの数字と一
致するオプション名があるかどうかがチェックされます。一致するものがある場
合、対応する文字がDSNに挿入されます。また、上で指定された REASONオプ
ションの結果が長さ 0の文字列である場合、REASONフィールドには文字は挿入さ
れません。

ORIGINAL_ADDRESS (DSN) DSNの最初の受取人ごとのセクションの作成に使用した「Original address:」文字
のオーバーライドです。このフィールドには、DSNの最初の部分で使用したのと
同じ文字セットを指定する必要があります。
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表 10–10配信ステータス通知およびMDN(message disposition notification)のオプション (続き)
オプション 説明

REASON (DSN) DSNの最初の受取人ごとのセクションの作成に使用した「Reason::」文字のオー
バーライドです。このフィールドには、DSNの最初の部分で使用したのと同じ文
字セットを指定する必要があります。

RECIPIENT_ADDRESS (DSN) DSNの最初の受取人ごとのセクションの作成に使用した「Recipient address:」文字
のオーバーライドです。このフィールドには、DSNの最初の部分で使用したのと
同じ文字セットを指定する必要があります。

RETURN_PERSONAL (DSNおよびMDN) From:フィールドと一緒に使用される個人名のフィールドのオーバーライドで
す。このフィールドはRFC 2047エンコードされている必要があります。このオプ
ションを指定しない場合、RETURN_PERSONALMTAオプションで設定された値が使
用されます。

SUBJECT (DSNおよびMDN) Subject:フィールドのオーバーライドです。この値は、通知に個々の件名のフィー
ルドが含まれない場合にのみ使用されます。このフィールドはRFC 2047エンコー
ドされている必要があります。このオプションが使用されず、通知に件名が含ま
れない場合は、適切な件名が作成されます。

TEXT_CHARSET (MDN) MDNの最初の部分および件名が変換されるべき文字セットです。デフォルトで
は、変換を行わないようになっています。

ステータス通知メッセージの追加機能
ステータス通知メッセージの設定に必要な手順は、前の節で説明したとおりです。ここ
では、追加機能について説明します。

サイズの大きいメッセージの内容が戻るのをブロックするには
通常、メッセージがバウンスまたはブロックされる場合は、差出人とローカルドメイン
のポストマスターに通知メッセージでメッセージの内容が戻されます。サイズの大きい
メッセージが何通もそのまま戻されると、リソースに負担がかかります。一定のサイズ
を超えるメッセージの内容が戻るのをブロックするには、MTAオプションファイルで
CONTENT_RETURN_BLOCK_LIMITオプションを設定します。

ステータス通知メッセージのヘッダーからUS-ASCII以外の文字を
削除するには
インターネットメッセージヘッダーの本来の形式ではUS-ASCII以外の文字は使用できま
せん。メッセージヘッダーに使用されているUS-ASCII以外の文字は「MIMEヘッダーエ
ンコーディング」でエンコードされたものです。MIMEヘッダーエンコーディングにつ
いてはRFC 2047に記述されています。したがって、電子メールメッセージの「件名」行
は、実際には次のように表されています。

Subject: =?big5?Q?=A4j=AB=AC=A8=B1=AD=B1=B0=D3=F5=A5X=AF=B2?=
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電子メールクライアントは、ヘッダーを表示する際にエンコーディングを削除する必要
があります。

%Hテンプレートは通知メッセージの本文にヘッダーをコピーするので、通常はエンコー
ドされたヘッダーが表示されます。ただし、Messaging Serverでは、件名の文字セット (こ
の場合は big5)が return_prefix.txtの Content-Typeヘッダー文字セットパラメータにあ
る文字セットと一致する場合は、エンコーディングが削除されます。一致しない場合
は、Messaging Serverのエンコーディングはそのまま残ります。

通知メッセージの配信間隔を設定するには
キーワード: notices、nonurgentnotices、normalnotices、urgentnotices

配信不能メッセージは、指定したチャネルキューに一定期間保存したあとで差出人に戻
されます。また、Messaging Serverが配信を試みている期間に、一連のステータス
メッセージや警告メッセージを差出人に戻すこともできます。その期間とメッセージの
配信間隔は、notices、nonurgentnotices、normalnotices、urgentnoticesのキーワードで
指定できます。次に例を示します。

notices 1 2 3

この例では、すべてのメッセージについて、一時的な配信不能のステータス通知
メッセージが 1日目と 2日目に送信されます。メッセージが 3日たってもまだ配信されな
い場合は、差出人に返されます。

urgentnotices 2,4,6,8

この例では、優先度の高いメッセージについて、一時的な配信不能の通知が 2、4、6日
目に送信されます。メッセージが 8日たってもまだ配信されない場合は、差出人に返さ
れます。

MTAオプションファイルの RETURN_UNITSオプションでは、時間 (1)または日 (0)で単位を
指定することができます。デフォルトは日 (0)です。RETURN_UNITS=1に設定した場合は、
通知を 1時間おきに受信するには、返送ジョブが 1時間おきに実行されるようにスケ
ジュールする必要もあります。返送ジョブが 1時間ごとに実行されると、このジョブに
よって mail.log*ファイルも 1時間ごとにロールオーバーされます。mail.logファイルが
1時間ごとにロールオーバーされないようにするには、imta.tailorファイルの
IMTA_RETURN_SPLIT_PERIODテイラーファイルオプションを 24に設定します。返送ジョブ
のスケジュールは、local.schedule.return_job configutilパラメータで制御します。

noticesキーワードが指定されていない場合は、デフォルトでは、ローカルの lチャネル
用の notices設定が使用されます。ローカルチャネル用の設定がない場合は、デフォルト
では、notices 3, 6, 9, 12 が使用されます。

ステータス通知メッセージに代替アドレスを含めるには
キーワード: includefinal、suppressfinal、useintermediate
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MTAが通知メッセージ (バウンスメッセージ、配信確認メッセージなど)を生成すると
き、元の形式の受取人アドレスと、変更された最終的な形式の受取人アドレスの両方が
MTAに提示される場合があります。元の形式の方が通知メッセージの受取人 (通知
メッセージの場合は元のメッセージの差出人)によって認識される可能性が高いため、
MTAは、常に元の形式を通知メッセージに含めます。

includefinalおよび suppressfinalチャネルキーワードは、MTAが最終的な形式のアド
レスを含めるかどうかを制御するためのものです。外部に対して内部のメールボックス
名を隠しているサイトでは、最終的な形式のアドレスを含めないことをお勧めします。
このようなサイトでは、元の形式の外部用アドレスのみをステータス通知メッセージに
含めるほうが適しています。デフォルトは includefinalであり、最終的な形式の受取人
アドレスが含められます。suppressfinalを使用すると、元の形式のアドレスが存在する
場合、MTAは最終的な形式のアドレスをステータス通知メッセージに含めません。

useintermediateキーワードでは、リストの展開後、ユーザーメールボックス名を生成す
るまでの間に作成された中間形式のアドレスを使用します。この情報を入手できない場
合は、最終形式が使用されます。

ポストマスターへのステータス通知メッセージを送信、ブ
ロック、指定するには
デフォルトでは、Errors-to:ヘッダー行やエンベロープ From:アドレスが空白であるため
にエラーが返されるか、警告をまったく送信できない場合を除いて、障害および警告の
ステータス通知メッセージのコピーがポストマスターに送信されます。ポストマスター
への通知メッセージの配信の詳細については、以後の節および表 10–11で説明する多数の
チャネルキーワードで制御できます。

返送された配信不能メッセージ

キーワード: sendpost、nosendpost、copysendpost、errsendpost

長期間にわたってサービスが支障をきたしている場合や、アドレスが不正確な場合は、
チャネルプログラムがメッセージを配信できないことがあります。このような場合、
MTAチャネルプログラムは、配信不能の理由を説明する文と一緒にメッセージを差出人
に返送します。さらに、配信できないメッセージのコピーをすべてローカルポストマス
ターに送るように設定することも可能です。これはメッセージ配信障害を監視するのに
便利ですが、ポストマスターにとっては大量のメールを処理しなければならないことに
もなります (表 10–11を参照)。

警告メッセージ

キーワード: warnpost、nowarnpost、copywarnpost、errwarnpost

メッセージの返送に加えて、MTAでは、配信できないメッセージに関する詳細な情報を
記載した警告を送信することができます。通常、この警告メッセージは noticesチャネル
キーワードが指定するタイムアウトに基づいて送られますが、配信試行に失敗したとき

配信ステータス通知メッセージを制御する

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月280



に送られることもあります。警告には、問題点の説明と配信試行を継続する時間枠が記
載されます。また、多くの場合、該当するメッセージのヘッダーと最初の数行も含まれ
ます。

さらに、警告メッセージのコピーをすべてローカルポストマスターに送るように設定す
ることも可能です。これはメッセージ配信障害を監視するのに便利ですが、ポストマス
ターにとっては大量のメールを処理しなければならないことにもなります。warnpost、
copywarnpost、errwarnpost、nowarnpostキーワードは、警告メッセージを postmasterに
送ることを制御するために使用されます (表 10–11を参照)。

空白のエンベロープ返信アドレス
キーワード: returnenvelope

returnenvelopeキーワードは 1つの整数値をとり、これはビットフラグのセットとして解
釈されます。ビット 0 (値 = 1)は、MTAによって生成された返送通知のエンベロープアド
レスを空白にするか、あるいはローカルポストマスターのアドレスを入れるかを制御し
ます。このビットを設定した場合は、ローカルポストマスターのアドレスを使用するこ
とになり、ビットをクリアすると空白アドレスを使用することになります。

注 –RFC1123では空白アドレスの使用が義務付けられています。ただし、一部のシステム
では空白エンべロープ From:アドレスを適切に処理できないため、このオプションが必
要な場合があります。

ビット 1 (値 = 2)は、MTAがすべての空白エンベロープアドレスをローカルポストマス
ターのアドレスに置き換えるかどうかを制御します。これは、RFC 821、RFC 822、ある
いはRFC 1123に準拠しないシステムを扱うために使用されます。

ビット 2 (値 = 4)は構文的に不正な返信アドレスを禁止します。

ビット 3 (値 = 8)は mailfromdnsverifyキーワードと同じです。

ポストマスター返送メッセージの内容
キーワード: postheadonly、postheadbody

チャネルプログラムまたは定期的なメッセージ返送ジョブがメッセージをポストマス
ターと差出人の両方に返送する場合は、ポストマスターへのコピーには、メッセージ全
体を含めることも、ヘッダーだけを含めることもできます。ポストマスターへのコピー
をヘッダーに限定することで、ユーザーメールのプライバシーのレベルを高めることが
できます。ただし、ポストマスターやシステム管理者は一般に rootシステム権限を使用
してメッセージの内容を読むことができるため、このキーワードを使用してもメッセー
ジのセキュリティーを完全に保証することにはなりません (表 10–11を参照)。

チャネルポストマスターアドレスの設定
キーワード:
aliaspostmaster、returnaddress、noreturnaddress、returnpersonal、noreturnpersonal

配信ステータス通知メッセージを制御する
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デフォルトでは、MTAがバウンスメッセージやステータス通知メッセージを作成する際
に使用されるポストマスターの返信アドレスは、postmaster@local-hostです。この
local-hostの部分は、ローカルホストの正式な名前 (ローカルチャネルの名前)で、ポスト
マスターの個人名は「MTAe-Mail Interconnect」です。この場合、ポストマスターのアド
レスの選択には注意してください。不正なアドレスを選択すると、高速のメッセージ
ループが発生し、非常に多数のエラーメッセージが返されることになります。

RETURN_ADDRESSオプションと RETURN_PERSONALオプションを使用すると、MTAシステムで
ポストマスターのアドレスと個人名をデフォルトに設定できます。また、チャネルごと
に制御する必要がある場合は、returnaddressおよび returnpersonalの各チャネルキー
ワードを使用できます。returnaddressと returnpersonalは、それぞれポストマスターの
アドレスと個人名を指定する引数をとります。noreturnaddressと noreturnpersonalはデ
フォルトであり、デフォルト値が使用されます。このようなオプションが設定されてい
ない場合は、RETURN_ADDRESSオプションと RETURN_PERSONALオプションでデフォルトを設
定します。これらのオプションが設定されていない場合は、通常のデフォルト値が使用
されます。

aliaspostmasterキーワードがチャネルに指定されている場合は、正式なチャネル名にお
けるユーザー名 postmaster (大文字のみ、小文字のみ、またはその両方)宛のすべての
メッセージは、postmaster@local-hostにリダイレクトされます。local-hostには、正式な
ローカルホスト名 (ローカルチャネルの名前)が入ります。インターネット標準規格で
は、メールを受け付けるDNSのすべてのドメインに、メールを受信する有効なポストマ
スターアカウントを設定する必要があります。このため、各ドメインに個別のポストマ
スターアカウントを設定するのではなく、ポストマスターの責務を一元化する場合はこ
のキーワードが便利です。つまり、returnaddressは、MTAがポストマスターからの通知
メッセージを生成する際に使用するポストマスターの返信アドレスを制御し、
aliaspostmasterは、MTAがポストマスター宛のメッセージを処理する方法を制御しま
す。

表 10–11ポストマスターと差出人に送信される通知メッセージのキーワード

キーワード 説明

返送メッセージの内容 通知のアドレスの指定

notices 通知の送信とメッセージの返送を行うまでの時間を指定します。

nonurgentnotices 優先度が低いメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返送する
までの時間を指定します。

normalnotices 優先度が標準のメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返送す
るまでの時間を指定します。

urgentnotices 優先度が高いメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返送する
までの時間を指定します。

返送メッセージ 配信不能な返送メッセージの処理方法。

sendpost 配信不能メッセージのコピーをすべてポストマスターに送信します。

配信ステータス通知メッセージを制御する
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表 10–11ポストマスターと差出人に送信される通知メッセージのキーワード (続き)
キーワード 説明

copysendpost 配信不能メッセージの差出人アドレスが空白の場合を除き、配信不能通知のコピーをポ
ストマスターに送信します。この場合、ポストマスターは、バウンスメッセージや通知
メッセージ以外のすべての配信不能メッセージのコピーを受け取ります。

errsendpost 通知を差出人に返すことができない場合に、配信不能通知のコピーをポストマスターに
送信します。nosendpostが指定されている場合は、配信不能メッセージがポストマス
ターに送信されることはありません。

nosendpost 配信不能メッセージのコピーをポストマスターには一切送信しません。

警告メッセージ 警告メッセージの処理方法。

warnpost 警告メッセージのコピーをすべてポストマスターに送信します。デフォルトでは、
Warnings-to:ヘッダーやエンベロープ From:アドレスが空白であるために警告をまった
く送信できない場合を除いて、警告のコピーがポストマスターに送信されます。

copywarnpost 未配信メッセージの差出人アドレスが空白になっている場合を除き、警告メッセージの
コピーがポストマスターに送信されます。

errwarnpost 通知を差出人に返すことができない場合に、警告メッセージのコピーをポストマスター
に送信します。

nowarnpost 警告メッセージのコピーをポストマスターには一切送信しません。

返送メッセージの内容 ポストマスターにメッセージの内容をすべて送信するか、ヘッダーだけを送信するかの
指定。

postheadonly ポストマスターにヘッダーだけを返送します。ポストマスターへのコピーをヘッダーに
限定することで、ユーザーメールのプライバシーのレベルを高めることができます。た
だし、ポストマスターやシステム管理者は rootシステム権限を使用してメッセージの
内容を読むことができるため、このキーワードを選択してもメッセージのセキュリ
ティーを完全に保証することにはなりません。

postheadbody ヘッダーとメッセージの内容の両方を返送します。

返送メッセージの内容 通知のアドレスの指定

includefinal 配信通知の中に最終的な形式のアドレス (受取人アドレス)を含めます。

配信ステータス通知メッセージを制御する
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表 10–11ポストマスターと差出人に送信される通知メッセージのキーワード (続き)
キーワード 説明

returnenvelope 空白のエンベロープ返信アドレスの使用を制御します。returnenvelopeキーワードは 1
つの整数値をとり、これはビットフラグのセットとして解釈されます。

ビット 0 (値 = 1)は、MTAによって生成された返送通知のエンベロープアドレスを空白
にするか、あるいはローカルポストマスターのアドレスを入れるかを制御します。この
ビットを設定した場合は、ローカルポストマスターのアドレスを使用することになり、
ビットをクリアすると空白アドレスを使用することになります。

ビット 1 (値 = 2)は、MTAがすべての空白エンベロープアドレスをローカルポストマス
ターのアドレスに置き換えるかどうかを制御します。これは、RFC 821、RFC 822、ある
いはRFC 1123に準拠しないシステムを扱うために使用されます。

ビット 2 (値 = 4)は構文的に不正な返信アドレスを禁止します。

ビット 3 (値 = 8)は mailfromdnsverifyキーワードと同じです。

suppressfinal オリジナルの形式のアドレスが存在する場合に、通知メッセージに最終アドレス形式を
表示しないようにします。

useintermediate リストの展開後、ユーザーメールボックス名を生成するまでの間に作成された中間形式
のアドレスを使用します。この情報を入手できない場合は、最終形式が使用されます。

返送メッセージの内容 通知のアドレスの指定

aliaspostmaster 正式なチャネル名でのユーザー名ポストマスター宛のメッセージは
postmaster@local-hostにリダイレクトされます。local-hostには、ローカルホスト名 (ロー
カルチャネルの名前)が入ります。

returnaddress ローカルポストマスターの返信アドレスを設定します。

noreturnaddress ポストマスターアドレス名に RETURN_ADDRESSオプション値を使用します。

returnpersonal ローカルのポストマスターに対する個人名を設定します。

noreturnpersonal ポストマスター個人名に RETURN_PERSONALオプション値を使用します。

MDN (MessageDispositionNotifications)を制御する
MDN (Message DispositionNotifications)は、MTAによって差出人またはポストマスター
(あるいはその両方)に送信される電子メールレポートであり、メッセージの配信状態を
報告します。たとえば、メッセージが Sieveフィルタによって拒否された場合、差出人に
MDNが送信されます。MDNは、開封確認、確認通知、受信通知、配信確認とも呼ばれ
ます。Sieveスクリプト言語は一般に、メッセージフィルタリングおよび不在返信
メッセージに使用されます。

MDN (MessageDispositionNotifications)を制御する
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MDNメッセージをカスタマイズおよびローカライ
ズするには
MDNの変更とローカライズについての手順は、わずかな相違を除いて、配信ステータス
通知メッセージのカスタマイズとローカライズで説明されている手順と同様です。
274ページの「配信ステータス通知メッセージをカスタマイズおよびローカライズするに
は」および 277ページの「生成された通知の国際化」を参照してください。

マッピング (DISPOSITION_LANGUAGEマッピングと呼ばれる)は、ステータス通知を国際化
するために使用される notification_languageマッピングテーブル (274ページの「配信ス
テータス通知メッセージをカスタマイズおよびローカライズするには」を参照)と同等で
す。

ただし、このマッピングに対するMDNのプローブは、次の形式をとります。

type|modifiers|source-channel|header-language|return|recipient

説明:

typeはディスポジションタイプで、displayed、dispatched、processed、deleted、
denied、failedのいずれかを指定できます。

modifiersは、ディスポジション修飾子をコンマで区切って示したリストです。現在指定
できるのは、error、warning、superseded、および expiredです。

source-channelは、MDNを生成するソースチャネルです。

header-languageは言語で、accept-language、preferred-language、x-accept-languageの
いずれかのオプションで指定します (これらオプションのうち最初に指定されているもの
がMTAで使用される)。

returnは、通知の返信先アドレスです。

recipientは、ディスポジションの対象のアドレスです。

ディスポジションマッピングの結果には、2～ 3個の情報が含まれます。各情報は縦棒 (|)
で区切られています。最初の情報は、開封通知のテンプレートファイルが置かれている
ディレクトリです。2番目の情報は、ディスポジションテキストだけに適用される文字
セットです。一部のディスポジション (特に自動返信エコーまたは不在時の Sieve処理に
対する :mimeパラメータの使用によって生成されたディスポジション)では、テンプレー
トファイルが使用されず、その結果、テンプレートファイルから文字セットを継承する
ことができないため、この情報は必要です。3番目の情報は、通知の件名行のオーバーラ
イドです。この情報は、マッピングによって $Tフラグも設定されている場合にのみ使用
されます。

次の追加テンプレートファイルは、MDNを構築するときに使用されます。

MDN (MessageDispositionNotifications)を制御する
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disposition_deleted.txt disposition_failed.txtdisposition_denied.txt

disposition_prefix.txtdisposition_dispatched.txt

disposition_processed.txtdisposition_displayed.txt

disposition_suffix.txtdisposition_option.opt

これらのテンプレートファイルの使用は、ステータス通知メッセージの場合のさまざま
な return_*.txtファイルの使用に相当します。*.txtファイルのメッセージテキストは、
1行につき 78文字以内である必要があります。

MDN (MessageDispositionNotifications)を制御する
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書き換えルールの設定

この章では、imta.cnfファイル内で書き換えルールを設定する方法について説明しま
す。この章を読む前に、第 10章をお読みください。

この章には、次の節があります。

� 288ページの「書き換えルールの構造」
� 289ページの「書き換えルールのパターンとタグ」
� 292ページの「書き換えルールテンプレート」
� 295ページの「MTAがアドレスに書き換えルールを適用する方法」
� 300ページの「テンプレートの置換と書き換えルールのコントロールシーケンス」
� 312ページの「多数の書き換えルールを扱う」
� 312ページの「書き換えルールをテストする」
� 313ページの「書き換えルールの例」

Messaging Serverのアドレス書き換え機能は、アドレスのホストまたはドメイン部分を操
作および変更するのに欠かせない重要な機能です。Messaging Serverには、エイリアス、
アドレスリバースデータベース、および特殊化されたマッピングテーブルといったほか
の機能もあります。ただし、アドレス操作を実行する可能性がある場合には、常に書き
換えルールを使用するようにしてください。

始める前に
imta.cnfファイル内の書き換えルールを変更する場合は、imsimta restartコマンドを
使って起動するときに設定データを 1回だけ読み込むようなプログラムまたはチャネル
を再起動する必要があります (例: SMTPサーバー)。コンパイルされた設定を使用する場
合は、設定を再コンパイルしたあとにプログラムを再起動する必要があります。

設定情報のコンパイルおよびプログラムの起動については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してください。
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書き換えルールの構造
書き換えルールは、MTA設定ファイルである imta.cnfの上半分に表示されます。設定
ファイルに、各ルールが 1行ごとに記述されています。空白行ではないコメントを、
ルールとルールの間に入力できます。書き換えルールは空白行で終わり、その後に
チャネル定義が続きます。設定ファイル内の書き換えルールセクションの例を以下に示
します。

! test.cnf - 設定ファイルの例。
!

! これは、単に設定ファイルの例です。
! システムで使用するためのものではありません。
!

a.com $U@a-host

b.org $U@b-host

c.edu $U%c@b-daemon

d.com $U%d@a-daemon

! 以下、チャネルの定義が続きます。

書き換えルールは次の 2つの部分から構成されます。最初にパターン、その後ろに同等
の文字列またはテンプレートを指定します。これらの 2つの部分は空白文字を挿入して
区切る必要があります。ただし、パターンやテンプレート自体に空白文字を使用するこ
とはできません。書き換えルールの構造は以下のとおりです。

pattern template

pattern

ドメイン名の中の検索する文字列を指定します。表 11–3では、パターンは a.com、
b.org、c.edu、および d.comです。

パターンがアドレスのドメインの部分と一致する場合、書き換えルールはアドレスに適
用されます。パターンはスペースでテンプレートと区切る必要があります。パターンの
構文については、289ページの「書き換えルールのパターンとタグ」を参照してくださ
い。

template

次のいずれかの形式です。

UserTemplate%DomainTemplate@ChannelTag[コントロール]

UserTemplate@ChannelTag[コントロール]

UserTemplate%DomainTemplate[コントロール]

UserTemplate@DomainTemplate@ChannelTag[コントロール]

UserTemplate@DomainTemplate@SourceRoute@ChannelTag[コントロール]

ここで、

書き換えルールの構造
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UserTemplateは、アドレスのユーザー部分を書き換える方法を指定します。置換シーケン
スを使用して、オリジナルのアドレスの一部、またはデータベース検索の結果を表すこ
とができます。書き換えられたアドレスを作成するために、置換シーケンスはそれが表
すものと置き換えられます。表 11–4では、$Uという置換シーケンスが使用されていま
す。詳細は、300ページの「テンプレートの置換と書き換えルールのコントロールシーケ
ンス」を参照してください。

DomainTemplateは、アドレスのドメイン部分を書き換える方法を指定します。
UserTemplateと同様、DomainTemplateには置換シーケンスを入力できます。

ChannelTagは、このメッセージが送信されるチャネルを表します。チャネル定義にはす
べて、チャネルタグとチャネル名が必要です。一般に、チャネルタグは書き換えルール
とそのチャネル定義に記述されます。

controlsを使用して、ルールの適用を制限することができます。コントロールシーケンス
の中には、ルールの先頭に指定するものと、ルールの最後に指定するものとがありま
す。コントロールの詳細は、300ページの「テンプレートの置換と書き換えルールのコン
トロールシーケンス」を参照してください。

テンプレートの構文の詳細は、292ページの「書き換えルールテンプレート」

書き換えルールのパターンとタグ
この節には、次の項があります。

� 291ページの「パーセントハックに一致するルール」
� 291ページの「bang-style (UUCP)アドレスに一致するルール」
� 292ページの「任意のアドレスに一致するルール」
� 292ページの「タグ付き書き換えルールセット」

書き換えルールのほとんどのパターンは、該当のホストだけと一致する特定のホスト名
か、サブドメイン全体の任意のホスト/ドメインと一致するサブドメインパターンのいず
れかで構成されます。

たとえば、次の書き換えルールのパターンは、指定したホストだけと一致する特定のホ
スト名で構成されます。

host.siroe.com

次の書き換えルールのパターンは、サブドメイン全体の任意のホストまたはドメインと
一致するサブドメインのパターンで構成されます。

.siroe.com

ただし、このパターンは、ホスト名 siroe.com自体とは一致しません。ホスト名
siroe.com自体と一致させるには、別の siroe.comパターンが必要になります。

書き換えルールのパターンとタグ
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MTAは、特定のホスト名で始まるホスト/ドメイン名を書き換えてから、固有性を少なく
するよう、増分で名前を生成しようとします。つまり、より固有な書き換えルールパ
ターンは、より一般的な書き換えルールパターンに優先して使用されます。たとえば、
設定ファイルに次の書き換えルールパターンが指定されているとします。

hosta.subnet.siroe.com

.subnet.siroe.com

.siroe.com

書き換えルールパターンに基づいて、jdoe@hosta.subnet.siroe.comのアドレスは書き換
えルールパターン hosta.subnet.siroe.comと一致し、jdoe@hostb.subnet.siroe.comのア
ドレスは書き換えルールパターン .subnet.siroe.comと一致し、jdoe@hostc.siroe.comの
アドレスは書き換えルールパターン .siroe.comと一致します。

特に、インターネットのサイトではサブドメイン書き換えルールパターンを含む書き換
えルールの使用が一般的です。通常、このようなサイトにはそれ自体の内部ホストおよ
びサブネットの多数の書き換えルールがあり、internet.rulesファイルからその設定
に、トップレベルインターネットドメインの書き換えルールが組み込まれます
(msg_svr_base/config/internet.rules)。

インターネット宛先 (より特定の書き換えルールを通じて処理される内部ホスト宛先を除
く)へのメッセージが正しく書き換えられ、送信TCP/IPチャネルに送られるようにする
には、imta.cnfファイルに以下の内容を含めます。

� トップレベルインターネットドメインと一致するパターンを含む書き換えルール

� 送信するTCP/IPチャネルへのパターンなどと一致するアドレスを書き換えるテンプ
レート

! Ascension Island

.AC $U%$H$D@TCP-DAEMON

. [text

. removed for

. brevity]

! Zimbabwe

.ZW $U%$H$D@TCP-DAEMON

同様に、IPドメインリテラルの場合も階層に基づいて照合が行われます。ただし、左か
ら右ではなく、右から左へ照合が行われます。たとえば、次のパターンは [1.2.3.4]とい
う IPリテラルにのみ一致します。

[1.2.3.4]

次のパターンは 1.2.3.0サブネット内の任意の IPリテラルに一致します。

[1.2.3.]
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すでに説明したより一般的な種類のホストまたはサブドメインの書き換えルールパター
ンのほか、書き換えルールではいくつかの特殊なパターンも使われます。これについて
は、表 11–1で要約し、以降の項で説明します。

表 11–1書き換えルールの特殊パターンの要約

パターン 説明/使用目的

$* 任意のアドレスと一致します。このルールが指定されている場合、
それがファイル内のどの位置にあっても、最初に適用されます。

$% パーセントハックルールです。A%Bという形式のホスト/ドメイン
仕様と一致します。

$! bang-styleルールです。B!Aという形式のホスト/ドメイン仕様と一
致します。

[ ] IPリテラル全一致ルールです。任意の IPドメインリテラルと一致
します。

. 任意のホスト/ドメイン仕様と一致します。例: joe@[129.165.12.11]

Messaging Serverには、このような特殊なパターンのほか、書き換えルールパターンに現
れることのあるタグという概念があります。これらのタグは、アドレスが複数回にわ
たって書き換えられる場合に使用されます。この区別は、直前に行われた書き換えに基
づき、どの書き換えルールがアドレスに一致するかを制御することによって行います。
詳細は、292ページの「タグ付き書き換えルールセット」を参照してください。

パーセントハックに一致するルール
MTAが A%B形式のアドレスを書き換えようとして失敗した場合は、そのアドレスが
A%B@localhost形式のアドレスとして扱われる前に、もう 1つのルールが適用されます(こ
れらのアドレス形式については、292ページの「書き換えルールテンプレート」を参
照)。このルールは、パーセント記号を含むローカル部分がほかのすべての方法 (あとで
説明する全一致ルールを含む)で書き換えに失敗した場合にのみアクティブになります。

パーセントハックルールは、パーセントハックアドレスに何らかの特別な意味を持たせ
る場合に便利です。

bang-style (UUCP)アドレスに一致するルール
MTAが B!A形式のアドレスを書き換えようとして失敗した場合は、そのアドレスが
B!A@localhost形式のアドレスとして扱われる前に、もう 1つのルールが適用されます。
このルールが bang-styleルールです。形式は $!です。形式が変更されることはありませ
ん。このルールは、感嘆符を含むローカル部分がほかのすべての方法 (あとで説明するデ
フォルトのルールを含む)で書き換えに失敗した場合にのみアクティブになります。
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bang-styleルールを使用すると、UUCPスタイルのアドレスがUUCPシステムおよびルー
ティングに関する総合的な情報を備えたシステムを経由するように書き換えることがで
きます。

任意のアドレスに一致するルール
特殊パターン「.」(ドット文字)は、ほかに一致するルールがなく、ホストまたはドメイ
ン仕様がチャネルテーブル内で見つからない場合に、任意のホストまたはドメイン仕様
に一致します。つまり、「.」ルールは、アドレスの書き換えに失敗する前の最後の手段
として使用されます。

注 –置換シーケンスについては、全一致ルールが一致し、そのテンプレートが展開される
場合、$Hはホストのフルネームに展開し、$Dは単一のドット記号「.」に展開します。し
たがって、全一致ルールのテンプレートでは、$Dの使用が制限されます。

タグ付き書き換えルールセット
書き換えプロセスを実行するにあたり、別のルールセットを追加するとうまくいく場合
があります。別のルールセットを追加するには、書き換えルールタグを使用します。現
在のタグは、設定ファイルまたはドメインデータベースでパターンが検索される前に、
各パターンの前に付けられます。タグは、書き換えルールテンプレート内の $Tという置
換文字列を使って一致する書き換えルールにより変更することができます (後述の説明を
参照)。

タグは、1つのアドレスから抽出されたすべてのホストに対し、連続して適用されます。
そのため、タグを使用した場合は、別のルールを指定する際にそれが正しいタグ値から
始まるように注意してください。一般に、タグは特殊な目的でしか使用しないため、こ
のことが問題になることはほとんどありません。アドレスの書き換えが完了すると、タ
グはデフォルトのタグ (空白文字列)にリセットされます。

ルールにより、すべてのタグ値には、その最後に縦棒 (|)が付けられます。この文字は通
常のアドレスには使用されないため、パターンの残りの部分とタグとを区別することが
できます。

書き換えルールテンプレート
次の節では、書き換えルールのテンプレートの形式について説明します。表 11–2にテン
プレートの形式を示します。
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表 11–2書き換えルールのテンプレートの形式の要約

テンプレート 使用目的

A%B Aは新しいユーザー/メールボックスの名前になり、Bは新しいホスト/ドメイン仕様
になります。繰り返し書き換えます。293ページの「繰り返し書き換えテンプレー
ト: A%B」

A@B A%B@Bとして扱われます。293ページの「よく使われる書き換えテンプレート:
A%B@CまたはA@B」

A%B@C Aは新しいユーザー/メールボックスの名前になり、Bは新しいホスト/ドメイン仕様
になり、ホストCと関連するチャネルにルーティングされます。293ページの「よ
く使われる書き換えテンプレート: A%B@CまたはA@B」

A@B@C A@B@C@Cとして扱われます。294ページの「指定ルート書き換えテンプレート:
A@B@C@DまたはA@B@C」

A@B@C@D Aは新しいユーザー/メールボックスの名前になり、Bは新しいホスト/ドメイン仕様
になり、Cをソースルートとして挿入し、ホストDと関連するチャネルにルー
ティングされます。294ページの「指定ルート書き換えテンプレート: A@B@C@Dま
たはA@B@C」

よく使われる書き換えテンプレート:A%B@Cまた
はA@B
次に示すテンプレート形式は、もっともよく使われるものです。ルールは、アドレスの
ユーザー部分とドメイン部分に適用されます。その後、新しいアドレスがメッセージを
特定のチャネル (ChannelTagで指定されたチャネル)へ送るために使用されます。

UserTemplate%DomainTemplate@ChannelTag[controls]

以下に示すテンプレート形式は、上記のテンプレートと実質的に同じものです。ただ
し、この形式は、DomainTemplateとChannelTagが同じ場合にしか使用できません。

UserTemplate@ChannelTag[コントロール]

繰り返し書き換えテンプレート:A%B
次に示すテンプレート形式は、繰り返して適用する必要があるルールに使用されます。
ルール適用後は、新しいアドレスで書き換えプロセス全体を繰り返します (ほかのテンプ
レート形式では、ルールを適用すると書き換えプロセスが終了)。

UserTemplate%DomainTemplate[コントロール]

たとえば、次に示すルールを使うと、.removableというドメイン名で終わるすべてのアド
レスから .removableが削除されます。
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.removable $U%$H

繰り返しルールを使用する場合には、「ルールループ」が生じないように特別な注意が
必要です。そのため、特に必要がない限り、繰り返し書き換えルールの使用を控えるこ
とをお勧めします。繰り返しルールを使用する際には、imsimta test -rewrite コマンド
を使ってルールをテストするとよいでしょう。test -rewriteコマンドについては、
『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してくださ
い。

指定ルート書き換えテンプレート:A@B@C@Dまた
はA@B@C
次に示すテンプレート形式は、一般によく使われる形式
UserTemplate%DomainTemplate@ChannelTagと同じように機能します (最初の区切り文字が異
なることに注意)。ただし、ChannelTagはソースルートとしてアドレスに挿入される点で
異なります。メッセージはChannelTagに送られます。

UserTemplate@DomainTemplate@Source-Route
@ChannelTag[コントロール]

書き換えられたアドレスは @route:user@domainになります。また、次のテンプレートも使
用できます。

UserTemplate@DomainTemplate@ChannelTag[コントロール]

たとえば、次に示すルールを使うと、jdoe@com1というアドレスが @siroe.com:jdoe@com1

というソースルートアドレスに書き換えられます。チャネルタグは siroe.comになりま
す。

com1 $U@com1@siroe.com

書き換えルールテンプレートにおける大文字と小
文字の区別
書き換えルール内のパターンとは異なり、テンプレートでは大文字と小文字が区別され
ます。この機能は、大文字と小文字を区別するメールシステムへのインタフェースを提
供するような書き換えルールを使用する場合に必要となります。アドレスから抽出され
た部分の代わりに使われる $Uや $Dなどの置換シーケンスでも、大文字と小文字が区別
され、元のアドレスと同じ状態が維持されます。

UNIXシステムでメールボックスを小文字にする場合など、置換部分に特定の大文字また
は小文字が使われるようにするには、テンプレートに特殊な置換シーケンスを使用しま
す。たとえば、$\は後ろに続く置換部分を小文字にし、$^は後ろに続く置換部分を大文
字にします。また、$_は元と同じ状態を保ちます。
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たとえば、次のルールを使うと、unix.siroe.comのアドレスに対するメールボックスを
小文字にすることができます。

unix.siroe.com $\$U$_%unix.siroe.com

MTAがアドレスに書き換えルールを適用する方法
次に、MTAが指定アドレスに書き換えルールを適用する手順について説明します。

1. アドレスから最初のホスト仕様またはドメイン仕様を抽出します。
アドレスには、次のように 1つ以上のホスト名またはドメイン名が指定されている場
合があります。

jdoe%hostname@siroe.com.

2. 最初のホスト名またはドメイン名を識別したあと、そのホスト名またはドメイン名に
一致するパターンが含まれている書き換えルールを検索します。

3. 一致する書き換えルールが見つかると、MTAにより、そのルールのテンプレート部分
に従ってアドレスが書き換えられます。

4. 最後に、チャネルタグと各チャネルに関連するホスト名が比較されます。
一致するものが見つかると、MTAは関連するチャネルへのメッセージをキューに入れ
ます。一致するものが見つからない場合、書き換えプロセスは失敗に終わります。一
致するチャネルがローカルチャネルであれば、エイリアスデータベースとエイリアス
ファイルを検索して、アドレスの書き換えが追加されることもあります。

これらの動作の詳細については、後続の節を参照してください。

注 –既存のどのチャネルにも属さないチャネルタグを使用すると、このルールに一致する
アドレスを持つメッセージが戻ってきます。すなわち、ルールに一致するメッセージは
配信不能となります。

動作1:最初のホストまたはドメイン仕様を抽出す
る
アドレス書き換えプロセスは、アドレスの最初のホストまたはドメイン仕様を抽出する
ことから始まります。次の説明をより理解するために、RFC 822アドレスルールについて
把握しておくことをお勧めします。アドレス内のホストまたはドメイン仕様が検索され
る順序は、以下のとおりです。

1. ソースルートのホスト (左から右へ読み取り)
2. アットマーク@の右側にあるホスト
3. 最後のパーセント記号%の右側にあるホスト
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4. 最初の感嘆符 !の左側にあるホスト

最後の 2項目の順序は、アドレスの書き換えを行なっているチャネルで bangoverpercent

キーワードが有効になっているかどうかによって入れ替わります。すなわち、メッセー
ジをキューに入れようとしているチャネルが bangoverpercentチャネルキーワードでマー
クされているかどうかによって順序が異なります。

表 11–3に、アドレスと最初に抽出されるホスト名の例を示します。

表 11–3抽出されるアドレスとホスト名

アドレス
最初のホストドメ
イン仕様 コメント

user@a a 「省略形」のドメイン名。

user@a.b.c a.b.c 「完全指定」ドメイン名 (FQDN)。

user@[0.1.2.3] [0.1.2.3] 「ドメインリテラル」

@a:user@b.c.d a 省略形のドメイン名を伴った「ルート」と呼ば
れるソースルートアドレス。

@a.b.c:user@d.e.f a.b.c ソースルートアドレス:ルート部分は完全形。

@[0.1.2.3]:user@d.e.f [0.1.2.3] ソースルートアドレス:ルート部分はドメイン
リテラル。

@a,@b,@c:user@d.e.f a a→ b→ cルーティングを伴ったソースルートア
ドレス。

@a,@[0.1.2.3]:user@b a ルート部分にドメインリテラルを伴ったソース
ルートアドレス。

user%A@B B この非標準形のルーティングは「パーセント
ハック」と呼ばれます。

user%A A

user%A%B B

user%%A%B B

A!user A 「bang-style」のアドレス。UUCPによく使用さ
れます。

A!user@B B

A!user%B@C C

A!user%B B nobangoverpercentキーワードが有効な場合 (デ
フォルト)。

A!user%B A bangoverpercentキーワードが有効な場合。
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RFC 822には、アドレスにおける感嘆符 (!)およびパーセント記号 (%)の解釈が含まれてい
ません。慣例上、パーセント記号はアットマーク (@)と同じように解釈されます (アット
マークがない場合)。

パーセント記号をローカルユーザー名の一部として扱うために、繰り返しパーセント記
号の解釈が使用されます。これは、外部メールシステムのアドレスを処理するような場
合に便利です。感嘆符の解釈は、RFC 976の「bang-style」アドレスルールに従います。こ
の解釈により、Messaging ServerMTAでUUCPアドレスを使用することが可能になりま
す。

これらの解釈の順序については、RFC 822またはRFC 976のどちらにも指定されていませ
ん。そのため、bangoverpercentおよび nobangoverpercentキーワードを使って、書き換
えを行うチャネルによって解釈が適用される順序を制御します。デフォルト設定がよ
り「標準的」ですが、状況によっては代わりの設定を使った方が便利な場合もありま
す。

注 –アドレス内に感嘆符 (!)やパーセント記号 (%)を使用することはお勧めしません。

動作2:書き換えルールを検索する
アドレスから最初のホストまたはドメイン仕様が抽出されると、MTAは書き換えルール
を調べてその仕様の処理方法を明らかにします。ホストまたはドメイン仕様は、各ルー
ルのパターン部分 (各ルールの左側)と比較されます。その場合、大文字と小文字の区別
はありません。大文字と小文字の区別がないことは、RFC 822で定められています。MTA
では、特に大文字と小文字を区別しませんが、可能な限り元の状態が維持されます。

ホストまたはドメイン仕様がどのパターンにも一致しない場合は、ホストまたはドメイ
ン仕様の最初の部分 (最初のドット文字より前の部分、通常はホスト名)がアスタリスク
(*)に置き換えられ、その新しいホストまたはドメイン仕様が検索されます。ただし、そ
の場合、検索対象となるのは設定ファイル内の書き換えルールだけで、ドメインデータ
ベースは調べられません。

この試行が失敗に終わると、最初の部分が削除され、プロセスが繰り返されます。この
試行も失敗に終わると、次の部分 (通常はサブドメイン)が削除され、再び検索が行われ
ます。最初にアスタリスクを含めて検索が行われ、その後アスタリスクを含めずに検索
が行われます。アスタリスクを含んだ検索が行われるのは設定ファイル内の書き換え
ルールテーブルだけで、ドメインデータベースは調べられません。このプロセスは、一
致するルールが見つかるか、ホストまたはドメイン仕様全体がなくなるまで続けられま
す。このようなプロセスを使用することにより、指定した内容にもっとも近いドメイン
から始めて、徐々に広範なドメインを検索することができます。

このマッチングプロセスのアルゴリズムを、次に示します。

� ホストまたはドメイン仕様が比較文字列 spec_1と spec_2の初期値として使用されま
す(例: spec_1 = spec_2 = a.b.c)。
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� 比較文字列 spec_1は、一致するものが見つかるまで、まず設定ファイル内にある各書
き換えルールのパターン部分が調べられ、次にドメインデータベース内が調べられま
す。このマッチングプロセスは、一致するものが見つかった時点で終了します。

� 一致するものが見つからなかった場合は、spec_2のもっとも左側の部分 (アスタリス
ク以外)がアスタリスクに変換されます。たとえば、spec_2が a.b.cの場合に一致す
るものが見つからなければ *.b.cに、spec_2が *.b.cの場合に一致するものが見つか
らなければ *.*.c.に変換されます。このマッチングプロセスは、一致するものが見つ
かった時点で終了します。

� 一致するものが見つからなければ、比較文字列 spec_1の最初の部分はドット文字も含
めて削除されます。.cや cのように、spec_1に 1つの部分しかない場合は、文字列は
1文字のドット文字「.」で置き換えられます。削除後の spec_1文字列の長さがゼロで
ない場合は、動作 1に戻ります。削除後の新しい文字列の長さがゼロの場合 (たとえ
ば、置換後の文字列が「.」だった場合)は、検索プロセスが失敗に終わり、マッチン
グプロセスが終了します。

たとえば、アドレス dan@sc.cs.siroe.eduを書き換えるとします。これによりMTAは、
指定した順に次のパターンを検索します。

sc.cs.siroe.edu

*.cs.siroe.edu

.cs.siroe.edu

*.*.siroe.edu

.siroe.edu

*.*.*.edu

.edu

*.*.*.*

.

動作3:テンプレートに従ってアドレスを書き換え
る
ホストまたはドメイン仕様が書き換えルールに一致すると、そのホストまたはドメイン
仕様はルールのテンプレート部分を使って書き換えられます。テンプレートには、次の 3
つの仕様があります。

1. アドレスの新しいユーザー名。
2. アドレスの新しいホストまたはドメイン仕様。
3. メッセージの送信先である既存のMTAチャネルが指定されたチャネルタグ。

動作4:書き換えプロセスを終了する
ホストまたはドメイン仕様が書き換えられると、次の 2つの動作のうちどちらかが行わ
れます。
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� チャネルタグがローカルチャネルまたは routelocalチャネルキーワードでマークされ
ているチャネルのどちらにも関連付けられていない場合、またはアドレス内にほかの
ホストまたはドメイン仕様がない場合は、書き換え後の仕様が抽出された元の仕様に
置き換えられ、書き換えプロセスが終了します。

� チャネルタグがローカルチャネルまたは routelocalでマークされたチャネルに一致
し、かつアドレス内にほかのホストまたはドメイン仕様がある場合は、書き換え後の
アドレスが破棄され、アドレスから元 (初期設定)のホストまたはドメイン仕様が削除
されます。次にそのアドレスから新しいホストまたはドメイン仕様が抽出され、プロ
セス全体が繰り返されます。書き換えプロセスは、すべてのホストまたはドメイン仕
様がなくなるか、あるいはローカルでないチャネルまたはルートローカルでない
チャネルを介したルートが見つかるまで続けられます。MTAがソースルートをサポー
トできるのは、この反復メカニズムがあるためです。実際、ローカルシステムまたは
ルートローカルシステムを介した不必要なルートは、このプロセスによってアドレス
から削除されます。

書き換えルールの失敗
ホストまたはドメイン仕様がどの書き換えルールにも一致せず、デフォルトのルールも
ない場合には、「そのまま」の仕様が使われます。たとえば、元の仕様が新しい仕様お
よびルーティングシステムになります。アドレスに無意味なホストまたはドメイン仕様
が含まれている場合、その仕様は、ルーティングシステムが任意のチャネルに関連付け
られたどのシステム名にも一致しないときに検出され、メッセージが戻されます。

書き換え後の構文チェック
書き換えルールが適用されたあとのアドレスに対し、構文チェックは行われません。こ
れは意図的なものです。構文チェックを行わないようにすることで、書き換えルールを
使ってアドレスをRFC 822に準拠しない形式に変換することができます。ただし、設定
ファイル内に間違いがあると、MTAから送出されるメッセージに不正なアドレスが含ま
れる可能性もあります。

ドメインリテラルの処理
ドメインリテラルは、特に書き換えプロセス中に処理されます。アドレスのドメイン部
分にあるドメインリテラルが書き換えルールのパターンに一致しない場合、そのリテラ
ルは、角括弧で囲まれ、ドット文字で区切られた文字列の集まりとして解釈されます。
そして、もっとも右側にある文字列が削除され、検索が繰り返されます。それでも一致
するものが見つからない場合は、角括弧だけが残るまで次々に文字列が削除されていき
ます。空白の角括弧を使った検索も失敗に終わった場合は、ドメインリテラル全体が削
除され、ドメインアドレスの次の部分について書き換え処理が実行されます (次の部分が
存在する場合)。ドメインリテラルの内部処理では、アスタリスクが使用されません。ド
メインリテラル全体がアスタリスクに置き換えられた場合は、アスタリスクの数とドメ
インリテラル内の要素の数とが一致します。
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通常のホストまたはドメイン仕様の場合と同じように、ドメインリテラルの場合も指定
した内容にもっとも近いものから順に検索が行われます。そして、パターンに一致した
最初のルールを使って、ホストまたはドメイン仕様の書き換えが行われます。ルールリ
スト内に同じパターンが 2つある場合は、先に記述されている方のルールが適用されま
す。

たとえば、dan@[128.6.3.40]というアドレスを書き換えるとします。この場合、まず
[128.6.3.40]の検索が行われ、その後、[128.6.3.]、[128.6.]、[128.]、[]、[*.*.*.*]、
そして最後に全一致ルール「.」という順に検索が実行されます。

テンプレートの置換と書き換えルールのコントロール
シーケンス

置換を使用して、書き換えられたアドレスに文字列を挿入することによって、ユーザー
名またはアドレスを書き換えます。この値は、使用される特定の置換シーケンスに
よって決まります。この節には、次の項があります。

� 303ページの「ユーザー名とサブアドレスの置換: $U、$0U、$1U」
� 303ページの「ホストまたはドメインと IPリテラルの置換: $D、$H、$nD、$nH、$L」
� 304ページの「リテラル文字の置換: $$、$%、$@」
� 304ページの「LDAPクエリーURLの置換 : $]...[」
� 305ページの「一般データベースの置換: $(...)」
� 306ページの「指定マッピングの適用: ${...}」
� 306ページの「カスタマ指定ルーチンの置換: $[...]」
� 307ページの「単一フィールドの置換: $&、$!、$*、$#」
� 308ページの「固有文字列の置換」
� 308ページの「ソースチャネル固有の書き換えルール ($M、$N)」
� 308ページの「宛先チャネル固有の書き換えルール ($C、$Q)」
� 310ページの「ホストの位置に固有の書き換え ($A、$P、$S、$X)」
� 310ページの「現在のタグ値の変更 ($T)」
� 311ページの「書き換えに関連するエラーメッセージの制御 ($?)」

たとえば、次のテンプレートでは、$Uが置換シーケンスです。この置換シーケンスを使
用することにより、書き換えられるアドレスのユーザー名部分がテンプレートの出力に
挿入されます。したがって、このテンプレートで jdoe@mailhost.siroe.comを書き換える
と、その出力は jdoe@siroe.comになります。つまり $Uが元のアドレスのユーザー名部分
jdoeに置き換えられます。

$U@siroe.com

コントロールシーケンスは、指定した書き換えルールの適用に対して追加の条件を課し
ます。書き換えルールのパターン部がチェックされるホストまたはドメイン仕様と一致
する必要があるだけでなく、書き換えられているアドレスの他の側面も、コントロール
シーケンスまたはシーケンスによる条件設定と一致する必要があります。たとえば、$E
コントロールシーケンスは、書き換えるアドレスがエンベロープアドレスでなければな
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らないことを意味します。また、$Fコントロールシーケンスは、そのアドレスが前方を
探すアドレスでなければならないことを意味します。次の書き換えルールは、
user@siroe.com形式の (書き換え)エンベロープのTo:アドレスにのみ適用されます。

siroe.com $U@mail.siroe.com$E$F

ドメインまたはホスト仕様が書き換えルールのパターン部分と一致しても、そのルール
のテンプレートの中のコントロールシーケンスによって生じる基準のすべてとは一致し
ない場合、書き換えルールは失敗し、適用可能なほかのルールの検索が続けられます。

表 11–4に、テンプレートの置換とコントロールシーケンスの要約を示します。

表 11–4書き換えルールテンプレートの置換とコントロールシーケンスの要約

置換シーケンス 置き換える内容

$D 一致するドメイン仕様の部分。

$H ホストまたはドメイン仕様 (パターンのドットの左側)の一致しない部分。

$L ドメインリテラル (パターンリテラルのドットの右側)の一致しない部分。

$U オリジナルのアドレスのユーザー名。

$nA 現在のアドレスの 0の位置から左に n番目の文字を挿入します。nを省略した場合、アドレス全体
が挿入されます。

$nX メールホストの 0から左に n番目のコンポーネントを挿入します。nを省略した場合、メールホス
ト全体が挿入されます。

$0U オリジナルのアドレスのローカル部分 (ユーザー名)からサブアドレスを除いたもの。

$1U 存在する場合は、オリジナルのアドレスのローカル部分 (ユーザー名)。

$$ リテラルのドル記号 ($)を挿入します。

$% リテラルのパーセント記号 (%)を挿入します。

$@ リテラルのアットマーク (@)を挿入します。

$\ 該当部分を小文字にします。

$^ 該当部分を大文字にします。

$_ 元の大文字と小文字を使用します。

$= 後続の置換文字が、LDAP検索フィルタへの挿入に適した引用の対象となるようにします。

$W ランダムで一意な文字列に置換します。

$]...[ LDAP検索URLルックアップ。

$(text) 一般データベースの置換。検索に失敗すると、ルールは失敗します。
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表 11–4書き換えルールテンプレートの置換とコントロールシーケンスの要約 (続き)
置換シーケンス 置き換える内容

${...} 指定したマッピングを、与えられた文字列に適用します。

$[...] カスタマ提供のルーチンを起動し、結果の置換を行います。

$&n 左から右にゼロから数えて、一致しない (またはワイルドカードの)ホストの n番目の部分。

$!n 右から左にゼロから数えて、一致しない (またはワイルドカードの)ホストの n番目の部分。

$*n 左から右にゼロから数えて、一致するパターンの n番目の部分。

$#n 右から左にゼロから数えて、一致するパターンの n番目の部分。

$nD 一致するドメイン仕様の部分で、左側の 0から n番目までの部分が残されます

$nH 一致しないホスト/ドメイン仕様の部分で、左側の 0から n番目までの部分が残されます

コントロールシー
ケンス

書き換えルールの効果

$1M チャネルが内部再処理チャネルの場合のみ適用されます。

$1N チャネルが内部再処理チャネルではない場合のみ適用されます。

$1~ 保留状態のチャネルの照合チェックを実行します。チェックに失敗した場合、現在の書き換え
ルールテンプレートの処理は正常に終了します。

$A ホストがアットマーク (@)の右にある場合に適用されます

$B ヘッダー/本文のアドレスのみに適用されます

$C channel channelに送信中の場合は失敗します

$E エンベロープアドレスのみに適用されます

$F 前方を探すアドレス (例、To:)のみに適用されます

$M channel channelがアドレスを書き換えている場合のみ適用されます

$N channel channelがアドレスを書き換えている場合は失敗します

$P ホストがパーセント記号の右にある場合に適用されます

$Q channel channelに送信している場合のみ適用されます

$R 後方を探すアドレス (例、From:)のみに適用されます

$S ホストがソースルートからの場合に適用されます

$Tnewtag 書き換えルールタグを新規タグに設定します

$Vhost ホスト名が LDAPディレクトリ (DCツリー内または仮想ドメインとしてのいずれか)に定義されて
いない場合、失敗します。LDAP検索がタイムアウトになると、書き換えパターンのホスト名の後
の直後の文字の残りの部分は、MTAオプションの文字列 DOMAIN_FAILUREと置き換えられます。
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表 11–4書き換えルールテンプレートの置換とコントロールシーケンスの要約 (続き)
置換シーケンス 置き換える内容

$X ホストが感嘆符の左にある場合に適用されます

$Zhost ホスト名が LDAPディレクトリ (DCツリー内または仮想ドメインとしてのいずれか)に定義されて
いる場合、失敗します。LDAP検索がタイムアウトになると、書き換えパターンのホスト名の後の
直後の文字の残りの部分は、MTAオプションの文字列 DOMAIN_FAILUREと置き換えられます。

$?errmsg 書き換えに失敗すると、デフォルトのエラーメッセージの代わりに errmsgが返されます。エラー
メッセージはUSASCII文字でなければなりません。

$number?errmsg 書き換えに失敗すると、デフォルトのエラーメッセージの代わりに errmsgが返され、SMTP拡張エ
ラーコードが a.b.cに設定されます。
� aは、番号/1000000 (最初の桁)
� bは (番号/1000)、余り 1000 (桁 2から 4の値)
� cは番号、余り 1000 (最後の 3桁の値)。
次の例では、エラーコードを 3.45.89に設定しています。
$3045089?the snark is a boojum

ユーザー名とサブアドレスの置換: $U、$0U、$1U
テンプレート内にある $Uはすべて、元のアドレスから抽出されたユーザー名 (RFC
822「ローカル部」)に置き換えられます。この場合、a.“b”形式のユーザー名は “a.b”に置
き換えられます。RFC2822では、RFC 822における古い構文の使用は推奨されていませ
ん。今後、この新しい構文の使用が必須になると考えられます。

テンプレート内にある $0Uはすべて、元のアドレスのユーザー名に置き換えられます。
ただし、サブアドレスおよびサブアドレスを示す文字 (+)は含まれません。テンプレート
内にある $1Uはすべて、元のアドレスのサブアドレスおよびサブアドレスを示す文字 (+)
に置き換えられます (それらが存在する場合のみ)。$0Uと $1Uはユーザー名を互いに補
う関係にあります。すなわち、$0U$1Uと $Uとは同じものです。

ホストまたはドメインと IPリテラルの置換: $D、
$H、$nD、$nH、$L
$Hはすべて、ルールに一致しなかったホストまたはドメイン仕様の部分に置き換えられ
ます。また、$Dはすべて、ルールに一致したホストまたはドメイン仕様の部分に置き換
えられます。$nHおよび $nDは、通常の $Hまたは $Dの部分から左側の 0から n番目ま
での部分を残す変形体です。すなわち、$nHまたは $nDを使用すると、通常 $Hまたは
$Dで得られる部分から左端の 1から n番目までの部分が省略されます。$0Hと $H、およ
び $0Dと $Dはそれぞれ同じものです。

たとえば、jdoe@host.siroe.comというアドレスが次のルールに一致したとします。

host.siroe.com $U%$1D@TCP-DAEMON
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このルールが適用されると、出力チャネルに TCP-DAEMONを使用する jdoe@siroe.comとい
うアドレスが得られます。$Dは一致したドメイン全体 (つまりhost.siroe.com)に置き換
えられる置換シーケンスですが、この例で使われている $1Dは一致したドメインの部分 1
(siroe)以降の部分 (siroe.com)に置き換えられます。

$Lは、書き換えルールに一致しなかったドメインリテラルの部分に置き換えられます。

リテラル文字の置換: $$、$%、$@
通常、$、%、および@文字は書き換えルールテンプレートのメタキャラクタです。これ
らの文字を挿入する場合は、その文字の前にドル記号 $を付けます。すなわち、$$は単
一のドル記号 $に、$%は単一のパーセント記号% (この場合、パーセントはテンプレート
のフィールド区切り文字として解釈されない)に、$@は単一のアットマーク@ (同様に、
フィールド区切り文字として解釈されない)に展開されます。

LDAPクエリーURLの置換 : $]...[
$]ldap-url[形式の置換シーケンスは LDAPクエリーURLとして解釈され、LDAPクエ
リーの結果に置き換えられます。標準の LDAPURLでは、ホストとポートが省略されま
す。その代わり、ホストとポートは、msg.confファイル (local.ldaphostおよび
local.ldapport属性)で指定されています。

すなわち、LDAPURLは、次のように指定されます。ここで、角括弧 [ ]はURLのオプ
ション部分を表しています。

ldap:///dn[?attributes[?scope?filter]]

dnは検索ベースを指定する識別名で、この部分は必須です。URLのオプションである属
性 (attributes)、範囲 (scope)、フィルタ (filter)は、戻される情報を指定するためのもので
す。書き換えルールの場合、戻される情報を指定するための属性として望ましいのは
mailRoutingSystem属性 (または同様の属性)です。範囲には、base (デフォルト)、one、ま
たは subのいずれかを指定できます。また、フィルタには、mailDomainの値が書き換えら
れるドメインに一致するオブジェクトを戻すような要求を指定するとよいでしょう。

LDAPディレクトリスキーマに mailRoutingSystemおよび mailDomain属性が含まれている
場合、指定アドレスの送り先となるシステムを決定する書き換えルールは、たとえば次
のようになります。この例で、作成された LDAPクエリー内の LDAPURL置換シーケンス
$Dは、現在のドメイン名に置き換えられます。

.siroe.com \

$U%$H$D@$]ldap:///o=siroe.com?mailRoutingSystem?sub? \

(mailDomain=$D)

この例で使われている円記号は、書き換えルールの 1行が次の行に続いていることを示
すためのものです。表 11–5に LDAPURL置換シーケンスの一覧を示します。
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表 11–5LDAPURL置換シーケンス

置換シーケンス 説明

$$ リテラル $文字

$~アカウント ユーザーアカウントのホームディレクトリ

$A アドレス

$D ドメイン名

$H ホスト名 (完全指定ドメイン名の最初の部分)

$L ~または _などの特別な先頭文字を除くユーザー名

$S サブアドレス

$U ユーザー名

MTAは、書き換えルールおよびマッピング内で実行された検索結果のURLを
キャッシュするようになりました。この新しいURL結果キャッシュは、
URL_RESULT_CACHE_SIZE (デフォルト: 10000エントリ)および URL_RESULT_CACHE_TIMEOUT (デ
フォルト: 600秒)の 2つの新しいMTAオプションによって制御されます。

一般データベースの置換: $(...)
$(テキスト)形式の置換シーケンスは、特殊な方法で処理されます。テキスト部分は、特
殊な一般データベースにアクセスするためのキーとして使われます。このデータベース
は、/imta/config/imta_tailorファイル内の IMTA_GENERAL_DATABASEオプションで指定さ
れているファイル (通常、/imta/db/generaldb.dbファイル)で構成されています。

このデータベースは、imsimta crdbユーティリティーを使って作成されます。「テキスト
文字列」がデータベース内のエントリに一致すると、データベース内の対応するテンプ
レートがその文字列に置き換えられます。「テキスト文字列」がデータベース内のどの
エントリにも一致しなかった場合は、書き換えプロセスが失敗に終わります。つまり、
最初から何も一致しなかったのと同じ状態に戻ります。置き換えがうまくいくと、次に
データベースから抽出されたテンプレートに別の置換シーケンスが含まれていないかど
うかが調べられます。ただし、再帰的参照のループを避けるために、抽出されたテンプ
レート内に別の $(テキスト)を含めることは禁じられています。

参照ループが発生する可能性があるからです。例として、次の書き換えルールに
jdoe@siroe.siroenetというアドレスが一致した場合を考えてみます。

.SIROENET $($H)

まず、一般データベースで siroeというテキスト文字列が検索され、その結果 (見つ
かった場合)が書き換えルールのテンプレートとして用いられます。ここで、siroeの検
索結果を $u%eng.siroe.com@siroenet.とします。この場合、テンプレートの出力は
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jdoe@eng.siroe.com (すなわち、ユーザー名 = jdoe、ホストまたはドメイン仕様 =
eng.siroe.com)になり、ルーティングシステムは siroenetになります。

一般データベースは、正しい操作を行うためにだれでも読み取り可能でなければなりま
せん。

指定マッピングの適用: ${...}
.SIROENET $($H) ${mapping,argument}形式の置換シーケンスは、MTAマッピングファイ
ルでマッピングを検索し、見つかったマッピングを適用するのに使用します。mapping

フィールドにはマッピングテーブルの名前を指定し、argumentフィールドにはマッピン
グへ渡す文字列を指定します。この置換シーケンスを使用するには、指定したマッピン
グが存在し、かつその出力に $Yフラグが設定されていなければなりません。マッピング
が存在しなかったり、$Yフラグが設定されていない場合、書き換えは失敗に終わりま
す。問題なく処置が行われた場合は、マッピングの結果がテンプレート内の同じ位置に
マージされたあと、再び展開されます。

このメカニズムにより、さまざまな方法でMTA書き換えプロセスを展開することができ
ます。たとえば、アドレスのユーザー名部分を選択しながら分析したり変更したりする
ことができます。通常のMTA書き換えプロセスに、このような機能はありません。

カスタマ指定ルーチンの置換: $[...]
$[image,routine,argument]形式の置換シーケンスは、カスタマ指定ルーチンを検索して呼
び出すのに使用します。UNIXでは、MTAは dlopenおよび dlsymを使って、指定された
ルーチンを共有ライブラリイメージからダイナミックにロードし、呼び出します。その
とき、そのルーチンは次の引数を伴った関数として呼び出されます。

status := routine (argument, arglength, result, reslength)

argumentおよび resultは、252バイトの文字列バッファーです。UNIXでは、argumentお
よび resultは、文字列へのポインタ (たとえば、C言語での char*のように)として渡され
ます。arglengthおよび reslengthは、参照によって渡される符号付きの long型整数です。
入力時に argumentには書き換えルールテンプレートからの引数文字列が含まれ、
arglengthにはその文字列の長さが含まれます。値を返すときには、resultに結果文字列が
入り、reslengthにその長さが入ります。次にこの結果文字列は書き換えルールテンプレー
トで “$[image,routine,argument]”に置換されます。routineは、書き換えルールが失敗した
場合には 0を返し、成功した場合には -1を返します。

このメカニズムによって、書き換えプロセスの複雑な展開が可能になります。たとえ
ば、あるタイプのネームサービスに対して呼び出しを実行し、その結果を使ってアドレ
スを変化させることができます。次の書き換えルールを使って、ホスト siroe.comに対し
て前方を探すアドレス (例: To:アドレス)のディレクトリサービス検索が次のように実行
されることがあります。$Fを指定すると、この書き換えルールを前方を探すアドレスだ
けに使用することができます。詳細は、309ページの「方向および位置に固有の書き換え
ルール ($B、$E、$F、$R)」を参照してください。
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siroe.com $F$[LOOKUP_IMAGE,LOOKUP,$U]

jdoe@siroe.comという前方を探すアドレスがこのルールに一致すると、メモリ内に
LOOKUP_IMAGE (UNIXの共有ライブラリ)がロードされ、argumentパラメータとして jdoe

を使って LOOKUPルーチンが呼び出されます。その後、LOOKUPルーチンは、
John.Doe%eng.siroe.comなどの別のアドレスを resultパラメータに入れ、書き換えルール
が適用されたことを示す値 (-1)を返します。結果文字列にパーセント記号 (293ページ
の「繰り返し書き換えテンプレート: A%B」を参照)が使用されていると、アドレスを書
き換えるものとして John.Doe@eng.siroe.comを使った書き換えプロセスが再開されま
す。

UNIXシステムでは、サイト提供の共有ライブラリイメージはだれでも読み取り可能でな
ければなりません。

単一フィールドの置換: $&、$!、$*、$#
単一フィールド置換シーケンスは、書き換えるホストまたはドメイン仕様からサブドメ
イン部分を 1つ抽出するためのものです。表 11–6に、使用可能な単一フィールド置換
シーケンスを一覧にして示します。

表 11–6単一フィールドの置換シーケンス

コントロールシー
ケンス 使用目的

$&n ホスト仕様 (ワイルドカードに一致しなかったまたは一致した部分)内の n番目
の要素を表します(n=0,1,2,..,9)。要素はドット文字で区切られており、もっとも
左にあるものが「要素 0」となります。要求された要素が存在しない場合は、書
き換えは失敗します。

$!n ホスト仕様 (ワイルドカードに一致しなかったまたは一致した部分)内の n番目
の要素を表します(n=0,1,2,..,9)。要素はドット文字で区切られており、もっとも
右にあるものが「要素 0」となります。要求された要素が存在しない場合は、書
き換えは失敗します。

$*n ドメイン仕様 (パターンで指定されているテキストに一致した部分)内の n番目
の要素を表します (n=0,1,2,...,9)。要素はドット文字で区切られており、もっとも
左にあるものが「要素 0」となります。要求された要素が存在しない場合は、書
き換えは失敗します。

$#n ドメイン仕様 (パターンで指定されているテキストに一致した部分)内の n番目
の要素を表します (n=0,1,2,...,9)。要素はドット文字で区切られており、もっとも
右にあるものが「要素 0」となります。要求された要素が存在しない場合は、書
き換えは失敗します。

jdoe@eng.siroe.comというアドレスが次の書き換えルールに一致したとします。

*.SIROE.COM $U%$&0.siroe.com@mailhub.siroe.com
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この場合、テンプレートからは「mailhub.siroe.comをルーティングシステムとして
使った jdoe@eng.siroe.com」という結果が得られます。

固有文字列の置換
$Wコントロールシーケンスは、大文字の英数字からなる繰り返し不可能な固有のテキス
ト文字列を挿入します。$Wは、繰り返されないアドレス情報を作成するような場合に便
利です。

ソースチャネル固有の書き換えルール ($M、$N)
特定のソースチャネルに関してのみ動作する書き換えルールを作成することができま
す。これは、短形式の名前に 2つの意味が含まれるような場合に便利です。

1. 名前が 1つのチャネルに届くメッセージ内にある場合。
2. 名前が別のチャネルに届くメッセージ内にある場合。

ソースチャネル固有の書き換えは、使用中のチャネルプログラムと、rulesや norulesと
いうチャネルキーワードに関連しています。書き換えを実行するMTAコンポーネントに
関連付けられたチャネルに norulesが指定されている場合、チャネル固有の書き換えルー
ルチェックは行われません。そのチャネルに rulesが指定されている場合は、チャネル固
有の書き換えルールチェックが行われます。デフォルトのキーワードは rulesです。

ソースチャネル固有の書き換えは、指定されたアドレスに一致するチャネルとは関係が
ありません。このタイプの書き換えは、書き換えを実行するMTAコンポーネントとその
コンポーネントのチャネルテーブルエントリにのみ依存します。

チャネル固有の書き換えルールチェックは、ルールのテンプレート部分に $Nまたは $Mコ
ントロールシーケンスがある場合に実行されます。$Nや $Mに続く文字は、アットマー
ク (@)、パーセント記号 (%)、または後続の $N、$M、$Q、$C、$T、または $?までチャネル
名と解釈します。

たとえば、$Mチャネルを使用したときにチャネルが現在書き換えを行なっているチャネ
ルでない場合は、ルールが適用されません。また、$Nチャネルを使用したときにチャネ
ルが書き換えを行なっている場合も、ルールが適用されません。複数の $Mおよび $N句を
指定することもできます。複数の $M句を使用した場合は、そのうちの 1つでも一致すれ
ば、ルールが適用されます。複数の $N句を使用している場合は、そのうちの 1つでも一
致すれば、ルールの適用は失敗に終わります。

宛先チャネル固有の書き換えルール ($C、$Q)
メッセージをキューに入れるチャネルに依存する書き換えルールを作成することができ
ます。これは、あるホストに対して名前が 2つあるような場合に便利です。つまり、1つ
のホストグループに認識されている名前と、別のホストグループに認識されている名前
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とが異なる場合です。異なるチャネルを使って各グループにメールを送ることにより、
各グループに知られている名前を使ってホストを参照するようにアドレスを書き換える
ことができます。

宛先チャネル固有の書き換えは、メッセージを取り出して処理するチャネルと、その
チャネルに関する rulesおよび norulesキーワードに関連しています。宛先チャネルに
norulesが指定されている場合、チャネル固有の書き換えルールチェックは行われませ
ん。宛先チャネルに rulesが指定されている場合は、チャネル固有の書き換えルール
チェックが行われます。デフォルトのキーワードは rulesです。

宛先チャネル固有の書き換えは、指定されたアドレスに一致するチャネルとは関係があ
りません。このタイプの書き換えは、メッセージのエンベロープ To:アドレスのみに依
存します。メッセージがキューに入ると、まずそのエンベロープ To:アドレスが書き換
えられ、メッセージの送り先チャネルが決定されます。エンベロープ To:アドレスの書
き換え中、$Cコントロールシーケンスや $Qコントロールシーケンスはすべて無視されま
す。エンベロープ To:アドレスが書き換えられ、宛先チャネルが決まると、メッセージ
に関連するほかのアドレスが書き換えられる際に $Cおよび $Qコントロールシーケンスが
考慮されます。

宛先チャネル固有の書き換えルールチェックは、ルールのテンプレート部分に $Cまたは
$Qコントロールシーケンスがあると実行されます。$Cまたは $Qに続く文字は、アット
マーク (@)やパーセント記号 (%)、または後続の $N、$M、$C、$Q、$T、または $?まで
チャネル名と解釈します。

たとえば、$Qチャネルを使用したときにチャネルが宛先チャネルでない場合は、ルール
が適用されません。また、$Cチャネルを使用したときにチャネルが宛先である場合に
も、ルールは適用されません。複数の $Qおよび $C句を指定することもできます。複数の
$Q句を使用した場合は、そのうちの 1つでも一致すれば、ルールが適用されます。複数
の $C句を指定した場合は、そのうちの 1つでも一致すれば、ルールの適用は失敗に終わ
ります。

方向および位置に固有の書き換えルール ($B、
$E、$F、$R)
エンベロープアドレスにのみ適用される書き換えルール、またはヘッダーアドレスにの
み適用される書き換えルールを指定したい場合があります。$Eコントロールシーケンス
を使うと、書き換えるアドレスがエンベロープアドレスでない場合、書き換えを実行す
ることができなくなります。$Bコントロールシーケンスを使うと、書き換えるアドレス
がメッセージのヘッダーまたは本文からのものでない場合、書き換えを実行することが
できなくなります。これらのシーケンスはこのような効果を得る目的でのみ使用され、
書き換えルールテンプレート内の任意の場所に含めることができます。

アドレスは、方向によって分類することもできます。前方を探すアドレスは、To:、
Cc:、Resent-to:、または宛先を参照するほかのヘッダー行またはエンベロープ行に関し
て生じるアドレスです。また、後方を探すアドレスは、From:、Sender:、または
Resent-From:といったソースを参照するものです。$Fコントロールシーケンスを使う
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と、前方を探すアドレスである場合に書き換えルールが適用されます。$Rコントロール
シーケンスを使うと、後方を探すアドレスである場合に書き換えルールが適用されま
す。

ホストの位置に固有の書き換え ($A、$P、$S、$X)
アドレス内のホスト名の位置に基づいて適用されるようなルールを必要とする場合があ
ります。アドレス内のホスト名は、以下の位置にくることが考えられます。

� ソースルート内
� アットマーク (@)の右側
� ローカル部分のパーセント記号 (%)の右側
� ローカル部分の感嘆符 (!)の左側

通常ホスト名は、それがどこに位置するかに関係なく、同じように処理されます。ただ
し、特別な処理を必要とする場合もあります。

アドレス内のホスト名の位置に基づいてマッチング動作を制御するには、以下の 4つの
コントロールシーケンスを使用できます。

� ルールをソースルートから抽出されたホストに一致させるには、$Sを使用します。
� ルールをアットマーク (@)の右側にあるホストに一致させるには、$Aを使用します。
� ルールを %記号の右側にあるホストに一致させるには、$Pを使用します。
� ルールを感嘆符 (!)の左側にあるホストに一致させるには、$Xを使用します。

ホスト名が指定した位置にない場合は、ルールの適用が失敗に終わります。これらの
シーケンスは、1つの書き換えルール内で組み合わせることもできます。たとえば、$S

と $Aを指定すると、ルールはソースルート内のホスト名またはアットマークの右側にあ
るホスト名のいずれかに一致します。これらのシーケンスをすべて指定したのと、どれ
も指定しないのとは同じことです。すなわち、ルールはホスト名の位置に関係なく一致
します。

現在のタグ値の変更 ($T)
現在の書き換えルールタグを変更するには、$Tコントロールシーケンスを使用します。
書き換えルールタグはすべての書き換えルールパターンの先頭に付けられ、その後、設
定ファイルやドメインデータベースで書き換えルールパターンの検索が行われます。$T
の直後からアットマーク、パーセント記号、$N、$M、$Q、$C、$T、または $?までの間
のテキストが新しいタグとして扱われます。

タグは、特定のコンポーネントが検出されたときにアドレスの特性全体が変わるよう
な、特殊なアドレス形式を処理する場合に便利です。たとえば、ソースルート内で
internetという特別なホスト名が見つかったときに、そのホスト名をアドレスから削除
し、削除後のアドレスを強制的に TCP-DAEMONチャネルにマッチングするとします。

これは、次のようなルールを使って実行できます (ローカルホストの正式な名前を
localhostとする)。
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internet $S$U@localhost$Tmtcp-force|

mtcp-force|. $U%$H@TCP-DAEMON

最初のルールは、ソースルート内で internetという特別なホスト名が見つかった場合、そ
のホスト名に一致します。その後、ローカルチャネルと internetとのマッチングが行わ
れ、アドレスから internetが削除されます。そして、書き換えタグが設定されます。書き
換えプロセスは続けられますが、タグに対して通常のルールが一致することはありませ
ん。最後に、デフォルトのルールがタグとともに試され、2番目のルールに移ります。こ
のルールでは、ほかの条件に関係なく、アドレスが強制的にTCP-DAEMONチャネルに
対してマッチングされます。

書き換えに関連するエラーメッセージの制御 ($?)
MTAには、書き換えとチャネルの照合に失敗したときに表示されるデフォルトのエラー
メッセージがあります。これらのメッセージは、特定の条件下で変更することができま
す。たとえば、だれかが Ethernetルーターボックスにメールを送信しようとした場合な
どは、「不正なホストまたはドメインが指定されています」というより「ルーターが
メールを受け入れられません」というメッセージを表示した方がより適切です。

特殊なコントロールシーケンスを使って、ルールの適用に失敗した場合に出力されるエ
ラーメッセージを変更することができます。エラーメッセージを指定するには、$?シー
ケンスを使用します。$?の直後からアットマーク (@)、パーセント記号
(%)、$N、$M、$Q、$C、$T、または $?までの間のテキストがエラーメッセージのテキス
トとして扱われます。このエラーメッセージは、書き換えの結果がどのチャネルにも一
致しなかった場合に出力されます。エラーメッセージの設定は記憶され、書き換えプロ
セスを通じて有効となります。

$?を含むルールもほかのルールと同じように動作します。特別なケースとして、$?だけ
を含むルールには注意してください。この場合、アドレスのメールボックスまたはホス
ト部分は変更されずに書き換えプロセスが終了し、ホストがそのままチャネルテーブル
内で検索されます。この検索は失敗に終わり、その結果としてエラーメッセージが返さ
れます。

たとえば、MTA設定ファイル内に、次に示すような最終的な書き換えルールがあるとし
ます。

. $?Unrecognized address; contact postmaster@siroe.com

この例で、認識されないホストまたはドメイン仕様は、その失敗のプロセスにおいて、
Unrecognized address; contact postmaster@siroe.com というエラーメッセージを生成し
ます。
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多数の書き換えルールを扱う
MTAは常に imta.cnfファイルからすべての書き換えルールを読み取り、メモリ内の
ハッシュテーブルにそれらのルールを保存します。コンパイルした設定を使用すると、
情報が必要になるたびに設定ファイルを読み取るという作業を省くことができます。こ
の場合でも、メモリ内にすべての書き込みルールを保存するためにハッシュテーブルが
使われます。この方法は、書き換えルールがあまり多くない場合に適しています。サイ
トによっては 10,000個以上の書き換えルールが必要になる場合もあります。このような
場合には、かなり多くのメモリを費やさなければなりません。

MTAでは、補助的なインデックス付きデータファイルに多数の書き換えルールを保存す
るオプションの機能を使って、この問題を解決することができます。通常の設定ファイ
ルが読み取られるたびに、MTAはドメインデータベースがあるかどうかを調べます。
データベースがある場合は、設定ファイルのルールが照合に失敗するたびにそのデータ
ベースが開かれ、その内容が調べられます。ドメインデータベースが調べられるのは、
指定されたルールが設定ファイル内に見つからなかったときだけです。そのため、ルー
ルはいつでも設定ファイルに追加することができ、それによってデータベース内のルー
ルが無効になります。デフォルトでは、ドメインデータベースはホストしているドメイ
ンに関連する書き換えルールを保存するために使用されます。
IMTA_DOMAIN_DATABASE属性は imta_tailorファイルに保存されています。このデー
タベースのデフォルトの場所はmsg_svr_base/data/db/domaindb.dbです。

注 –このファイルは手作業で編集しないでください。

書き換えルールをテストする
書き換えルールをテストするには imsimta test -rewriteコマンドを使用します。
-noimage修飾子を使うと、新しい設定をコンパイルする前に、設定ファイルに加えた変
更内容をテストすることができます。

このユーティリティーと -debug修飾子を使って少数のアドレスを書き換えると便利かも
しれません。この場合、ステップバイステップ形式でアドレスの書き換えが行われま
す。たとえば、次のコマンドを実行します。

% imsimta test -rewrite -debug joe@siroe.com

imsimta test -rewriteユーティリティーの詳細は、『Sun Java System Messaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してください。

多数の書き換えルールを扱う
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書き換えルールの例
次に、書き換えルールの例とそれらのルールによってサンプルアドレスがどのように書
き換えられるかを示します。

SC.CS.SIROE.EDUシステムの設定ファイルに、次の例で示す書き換えルールが含まれて
いるとします。

sc $U@sc.cs.siroe.edu

sc1 $U@sc1.cs.siroe.edu

sc2 $U@sc2.cs.siroe.edu

* $U%$&0.cs.siroe.edu

*.cs $U%$&0.cs.siroe.edu

*.cs.siroe $U%$&0.cs.siroe.edu

*.cs.siroe.edu $U%$&0.cs.siroe.edu@ds.adm.siroe.edu

sc.cs.siroe.edu $U@$D

sc1.cs.siroe.edu $U@$D

sc2.cs.siroe.edu $U@$D

sd.cs.siroe.edu $U@sd.cs.siroe.edu

.siroe.edu $U%$H.siroe.edu@cds.adm.siroe.edu

.edu $U@$H$D@gate.adm.siroe.edu

[] $U@[$L]@gate.adm.siroe.edu

表 11–7に、サンプルアドレスと、それらの書き換え結果およびルートを示します。

表 11–7サンプルアドレスと書き換え結果

最初のアドレス 書き換え後 ルート

user@sc user@sc.cs.siroe.edu sc.cs.siroe.edu

user@sc1 user@sc1.cs.siroe.edu sc1.cs.siroe.edu

user@sc2 user@sc2.cs.siroe.edu sc2.cs.siroe.edu

user@sc.cs user@sc.cs.siroe.edu sc.cs.siroe.edu

user@sc1.cs user@sc1.cs.siroe.edu sc1.cs.siroe.edu

user@sc2.cs user@sc2.cs.siroe.edu sc2.cs.siroe.edu

user@sc.cs.siroe user@sc.cs.siroe.edu sc.cs.siroe.edu

user@sc1.cs.siroe user@sc1.cs.siroe.edu sc1.cs.siroe.edu

user@sc2.cs.siroe user@sc2.cs.siroe.edu sc2.cs.siroe.edu

user@sc.cs.siroe.edu user@sc.cs.siroe.edu sc.cs.siroe.edu

user@sc1.cs.siroe.edu user@sc1.cs.siroe.edu sc1.cs.siroe.edu

書き換えルールの例
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表 11–7サンプルアドレスと書き換え結果 (続き)
最初のアドレス 書き換え後 ルート

user@sc2.cs.siroe.edu user@sc2.cs.siroe.edu sc2.cs.siroe.edu

user@sd.cs.siroe.edu user@sd.cs.siroe.edu sd.cs.siroe.edu

user@aa.cs.siroe.edu user@aa.cs.siroe.edu ds.adm.siroe.edu

user@a.eng.siroe.edu user@a.eng.siroe.edu cds.adm.siroe.edu

user@a.cs.sesta.edu user@a.cs.sesta.edu gate.adm.siroe.edu—route inserted

user@b.cs.sesta.edu user@b.cs.sesta.edu gate.adm.siroe.edu— route inserted

user@[1.2.3.4] user@[1.2.3.4] gate.adm.siroe.edu—route inserted

基本的に、これらの書き換えルールの内容は次のとおりです。ホスト名が短形式の名前
(sc、sc1、または sc2)の 1つである場合、またはフルネーム (sc.cs.siroe.eduなど)の 1
つである場合は、その名前をフルネームに展開し、ユーザーに送ります。cs.cmu.eduを 1
つの部分からなる短形式の名前に追加し、再試行します。.csが後ろに続く 1つの部分を
.cs.siroe.eduが後ろに続く 1つの部分に変換し、もう一度試行します。また、.cs.siroe
も .cs.siroe.eduに変換し、もう一度試行します。

名前が sd.cs.siroe.edu (ユーザーが直接接続するシステム)である場合は、それを書き換
えて、そこに送ります。ホスト名が .cs.siroe.eduサブドメイン内のほかのものである場
合は、それを ds.cs.siroe.edu (.cs.siroe.eduサブドメインのゲートウェイ)に送りま
す。ホスト名が .siroe.eduサブドメイン内のほかのものである場合は、それを
cds.adm.siroe.edu (.siroe.eduサブドメインのゲートウェイ)に送ります。ホスト名が
.eduトップレベル内のほかのものである場合は、それを gate.adm.siroe.edu (メッセージ
を適切な宛先に送ることが可能)に送ります。ドメインリテラルが使用されている場合
は、それも gate.adm.siroe.eduに送ります。

上記の例のように、書き換えルールによってアドレスのユーザー名 (またはメールボック
ス)部分が変更されることはほとんどありません。アドレスのユーザー名部分を変更する
機能は、MTAがRFC 822に準拠しないメールソフトウェア (ホストまたはドメイン仕様を
アドレスのユーザー名部分に詰め込む必要があるメールソフトウェア)へのインタフェー
スとして使われる場合に使用されます。この機能を使用する際には、十分な配慮が必要
です。

書き換えルールの例
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チャネル定義を設定する

この章では、MTA設定ファイル imta.cnfでのチャネルキーワード定義の使用方法につい
て説明します。この章を読む前に、第 10章、202ページの「チャネル定義」、および
237ページの「MTA設定ファイル」をお読みください。この章には、次の節がありま
す。

� 316ページの「チャネルのデフォルトを設定する」
� 316ページの「チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)」
� 329ページの「機能別チャネルキーワード」
� 357ページの「SMTPチャネルを設定する」
� 378ページの「メッセージの処理と配信を設定する」
� 387ページの「アドレス処理を設定する」
� 399ページの「ヘッダー処理を設定する」
� 404ページの「添付とMIME処理」
� 406ページの「メッセージの制限、制限容量、受取人、認証の試行」
� 411ページの「MTAキュー領域でのファイル作成」
� 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」
� 413ページの「ログ記録とデバッグを設定する」
� 414ページの「その他のキーワード」

注 – imta.cnf内のチャネル定義を変更する場合は、imsimta restartコマンドを使って起
動するときに設定データを 1回だけ読み込むようなプログラムまたはチャネルを再起動
する必要があります (例: SMTPサーバー)。コンパイルされた設定を使用する場合は、設
定を再コンパイルしたあとにプログラムを再起動する必要があります。設定情報のコン
パイルおよびプログラムの起動については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』を参照してください。
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チャネルのデフォルトを設定する
設定ファイルにはさまざまなチャネルキーワードが繰り返し記述されていることがあり
ます。このような設定を管理するには時間がかかり、エラーの原因にもなります。複数
のチャネルに対してデフォルトのキーワードを指定すると、設定を簡素化することがで
きます。

たとえば、次の行を設定ファイルに追加すると、行中で指定したキーワードがそれ以降
のすべてのチャネルブロックに適用されます。

defaults keyword1 keyword2 keyword3 ...

defaults行はチャネルを特定せずにデフォルトのキーワードを変更するための特殊な
チャネルブロックだと考えられます。また、defaults行にほかのチャネルブロック情報
を指定する必要はありません (指定しても無視される)。

1つのファイルに使用できる defaults行の数に上限はありません。複数の defaults行を指
定した場合、ファイルの下へ行くほど (あとで追加した行ほど)優先度が高くなります。

設定ファイル内のある位置 (たとえば、外部ファイルのチャネルブロックの独立したセク
ションの冒頭など)以降には無条件に defaults行が適用されないように設定しておく方が
よい場合もあります。そのためには、nodefaults行を使用します。たとえば、次の行を設
定ファイルに挿入すると、それ以前の部分で defaultsを使って指定した設定がすべて無効
になり、defaultsを使用していないのと同じ状態に戻ります。

nodefaults

ほかのチャネルブロックと同様に、defaultsや nodefaultsチャネルブロックを使用する
場合も、ブロック間の区切りには空白行を使用します。設定ファイル内でローカル
チャネルの前に記述できるチャネルブロックは、defaultsと nodefaultsのみです。ただ
し、ほかのチャネルブロックと同様、書き換えルールの前に記述することはできませ
ん。

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
次の表にキーワードの一覧をアルファベット順に示します。

表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順)

キーワード 詳細の参照先

733 387ページの「アドレスのタイプとルール」

822 387ページの「アドレスのタイプとルール」

addreturnpath 394ページの「Return-path:ヘッダー行を生成する」

チャネルのデフォルトを設定する
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

addrsperfile 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処
理する」

Aliasdetourhost 417ページの「アドレス検証の後、かつアドレス拡張の前
のルーティング」

aliaslocal 396ページの「エイリアスファイルとエイリアスデータ
ベースプローブを指定する」

aliaspostmaster 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

allowetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

allowswitchchannel 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替え
チャネル)」

alternatechannel 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超える
メッセージを再ターゲット化する」

alternateblocklimit 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超える
メッセージを再ターゲット化する」

alternatelinelimit 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超える
メッセージを再ターゲット化する」

alternaterecipientlimit 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超える
メッセージを再ターゲット化する」

authrewrite 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」

backoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定す
る」

bangoverpercent 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

bangstyle 387ページの「アドレスのタイプとルール」

bidirectional 380ページの「チャネルの方向性を設定する」

blocketrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

blocklimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定す
る」

cacheeverything 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

cachefailures 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

cachesuccesses 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

channelfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

charset7 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

charset8 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

charsetesc 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

checkehlo 361ページの「EHLOコマンドのサポート」

commentinc 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

commentmap 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

commentomit 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

commentstrip 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

commenttotal 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

connectalias 391ページの「メッセージがキューから取り出されるとき
のアドレス書き換え」

connectcanonical 391ページの「メッセージがキューから取り出されるとき
のアドレス書き換え」

copysendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

copywarnpost 280ページの「警告メッセージ」

daemon 373ページの「ターゲットホストの選択」

datefour 401ページの「日付表示を 2桁から 4桁に変換する」

datetwo 401ページの「日付表示を 2桁から 4桁に変換する」

dayofweek 401ページの「日付の曜日を指定する」

defaulthost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用する
ホスト名を指定する」

defaultmx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

defaultnameservers 372ページの「ネームサーバー検索」

deferralrejectlimit 420ページの「不正な RCPT TOアドレスに制限を設定す
る」

deferred 380ページの「指定配信日を実行する」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

defragment 404ページの「メッセージあるいは部分メッセージの自動
再組み立て」

dequeue_removeroute 398ページの「ソースルートを削除する」

destinationfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

destinationnosolicit 420ページの「非請求の SMTP拡張のサポート」

destinationspamfilterXoptin 416ページの「スパムフィルタのキーワード」

disableetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

dispositionchannel 415ページの「プロセスチャネルのオーバーライド」

disconnectbadauthlimit 407ページの「認証の試行失敗回数の制限」

disconnectbadcommandlimit 413ページの「セッションの制限を設定する」

domainetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

domainvrfy 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

dropblank 393ページの「不正な空白の受取人ヘッダーを削除する」

ehlo 361ページの「EHLOコマンドのサポート」

eightbit 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

eightnegotiate 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

eightstrict 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

errsendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

errwarnpost 280ページの「警告メッセージ」

expandchannel 386ページの「複数アドレスの拡張」

expandlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

expnallow 364ページの「EXPNサポート」

expndisable 364ページの「EXPNサポート」

expndefault 364ページの「EXPNサポート」

exproute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

fileinto 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

filesperjob 382ページの「サービスジョブの制限」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

filter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

forwardcheckdelete 370ページの「リバースDNS検索」

forwardchecknone 370ページの「リバースDNS検索」

forwardchecktag 370ページの「リバースDNS検索」

header_733 387ページの「アドレスのタイプとルール」

header_822 387ページの「アドレスのタイプとルール」

header_uucp 387ページの「アドレスのタイプとルール」

headerlabelalign 402ページの「ヘッダーの配置と折り返し」

headerlimit 411ページの「ヘッダーのサイズを制限する」

headerlinelength 402ページの「ヘッダーの配置と折り返し」

headerread 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除す
る」

headertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除す
る」

holdexquota 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処
理する」

holdlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

identnone 370ページの「IDENT検索」

identnonelimited 370ページの「IDENT検索」

identnonenumeric 370ページの「IDENT検索」

identnonesymbolic 370ページの「IDENT検索」

identtcp 370ページの「IDENT検索」

identtcplimited 370ページの「IDENT検索」

identtcpsymbolic 370ページの「IDENT検索」

ignoreencoding 404ページの「Encodingヘッダー行を無視する」

immnonurgent 380ページの「指定配信日を実行する」

improute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

includefinal 279ページの「ステータス通知メッセージに代替アドレス
を含めるには」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

inenttcpnumeric 370ページの「IDENT検索」

inner 399ページの「埋め込まれたヘッダーを書き換える」

innertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除す
る」

interfaceaddress 369ページの「TCP/IPポート番号とインタフェースアドレ
ス」

interpretencoding 404ページの「Encodingヘッダー行を無視する」

language 403ページの「ヘッダーのデフォルト言語を設定する」

lastresort 372ページの「最後のホスト」

linelength 406ページの「メッセージ行の長さを制限する」

linelimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定す
る」

localvrfy 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

logging 413ページの「ログ記録のキーワード」

logheader 413ページの「ログ記録のキーワード」

loopcheck 414ページの「Loopcheckを設定する」

mailfromdnsverify 364ページの「DNSドメイン確認」

master 380ページの「チャネルの方向性を設定する」

master_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

maxblocks 405ページの「大きなメッセージの自動断片化」

maxheaderaddrs 402ページの「長いヘッダー行を自動分割する」

maxheaderchars 402ページの「長いヘッダー行を自動分割する」

maxjobs 382ページの「サービスジョブの制限」

maxlines 405ページの「大きなメッセージの自動断片化」

maxprocchars 402ページの「ヘッダーの配置と折り返し」

maysaslserver 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

maytls 377ページの「Transport Layer Security」

maytlsclient 377ページの「Transport Layer Security」

maytlsserver 377ページの「Transport Layer Security」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

missingrecipientpolicy 392ページの「受取人ヘッダー行がないメッセージを有効
にする」

msexchange 376ページの「Microsoft Exchangeゲートウェイチャネルを
指定する」

multiple 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処
理する」

mustsaslserver 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

musttls 377ページの「Transport Layer Security」

musttlsclient 377ページの「Transport Layer Security」

musttlsserver 377ページの「Transport Layer Security」

mx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

namelengthlimit 410ページの「General Content-type、Filename
Content-type、およびContent-dispositionパラメータの長さ
を制御する」

nameservers 372ページの「ネームサーバー検索」

noaddreturnpath 394ページの「Return-path:ヘッダー行を生成する」

nobangoverpercent 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

noblocklimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定す
る」

nocache 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

nochannelfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

nodayofweek 401ページの「日付の曜日を指定する」

nodefaulthost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用する
ホスト名を指定する」

nodeferred 380ページの「指定配信日を実行する」

nodefragment 404ページの「メッセージあるいは部分メッセージの自動
再組み立て」

nodestinationfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

nodropblank 393ページの「不正な空白の受取人ヘッダーを削除する」

noehlo 361ページの「EHLOコマンドのサポート」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

noexproute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

noexquota 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処
理する」

nofileinto 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

nofilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

noheaderread 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除す
る」

noheadertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除す
る」

noimproute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

noinner 399ページの「埋め込まれたヘッダーを書き換える」

noinnertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除す
る」

nolinelimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定す
る」

nologging 413ページの「ログ記録のキーワード」

noloopcheck 414ページの「Loopcheckを設定する」

nomailfromdnsverify 364ページの「DNSドメイン確認」

nomaster_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

nomsexchange 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」

nomx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

norandomemx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

nonurgentbackoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定す
る」

nonurgentblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

nonurgentnotices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するに
は」

noreceivedfor 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレス
からReceived:ヘッダー行を作成する」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

noreceivedfrom 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレス
からReceived:ヘッダー行を作成する」

noremotehost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用する
ホスト名を指定する」

norestricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコー
ディングを有効にする」

noreturnaddress 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

noreturnpersonal 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

noreverse 393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使
用を有効にする」

normalbackoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定す
る」

normalblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

normalnotices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するに
は」

norules 398ページの「チャネル固有の書き換えルールチェックを
有効にする」

nosasl 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

nosaslserver 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

nosaslswitchchannel 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

nosendetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

nosendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

noservice 387ページの「サービス変換を有効にする」

noslave_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

nosmtp 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

nosourcefilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

noswitchchannel 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替え
チャネル)」

notices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するに
は」

notificationchannel 415ページの「プロセスチャネルのオーバーライド」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

notls 377ページの「Transport Layer Security」

notlsclient 377ページの「Transport Layer Security」

notlsserver 377ページの「Transport Layer Security」

novrfy 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

nowarnpost 280ページの「警告メッセージ」

nox_env_to 400ページの「X-Envelope-toヘッダー行を生成するまたは
削除する」

parameterlengthlimit 410ページの「General Content-type、Filename
Content-type、およびContent-dispositionパラメータの長さ
を制御する」

percentonly 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

percents 387ページの「アドレスのタイプとルール」

personalinc 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

personalmap 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

personalomit 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

personalstrip 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

pool 382ページの「チャネル実行ジョブの処理プール」

port 369ページの「TCP/IPポート番号とインタフェースアドレ
ス」

postheadbody 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

postheadonly 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

randommx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

receivedfor 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレス
からReceived:ヘッダー行を作成する」

receivedfrom 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレス
からReceived:ヘッダー行を作成する」

recipientcutoff 411ページの「メッセージの受取人を制限する」

recipientlimit 411ページの「メッセージの受取人を制限する」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

rejectsmtplonglines 410ページの「1000文字を超える行を含む SMTPメールを
処理する」

remotehost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用する
ホスト名を指定する」

restricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコー
ディングを有効にする」

returnaddress 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

returnenvelope 281ページの「空白のエンベロープ返信アドレス」

returnpersonal 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

reverse 393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使
用を有効にする」

routelocal 390ページの「明示的なルーティングアドレスの書き換え
を無効にする」

rules 398ページの「チャネル固有の書き換えルールチェックを
有効にする」

saslswitchchannel 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

sendetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

sendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

sensitivitycompanyconfidential 403ページの「機密度チェック」

sensitivitynormal 403ページの「機密度チェック」

sensitivitypersonal 403ページの「機密度チェック」

sensitivityprivate 403ページの「機密度チェック」

service 387ページの「サービス変換を有効にする」

sevenbit 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

silentetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

single 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処
理する」

single_sys 373ページの「ターゲットホストの選択」

slave 380ページの「チャネルの方向性を設定する」

slave_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

smtp 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

smtp_cr 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

smtp_crlf 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

smtp_crorlf 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

smtp_lf 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

sourceblocklimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定す
る」

sourcecommentinc 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

sourcecommentmap 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

sourcecommentomit 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

sourcecommentstrip 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

sourcecommenttotal 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理す
る」

sourcefilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を
指定する」

sourcenosolicit 420ページの「非請求の SMTP拡張のサポート」

sourcepersonalinc 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

sourcepersonalmap 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

sourcepersonalomit 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

sourcepersonalstrip 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理す
る」

sourceroute 387ページの「アドレスのタイプとルール」

sourcespamfilterXoptin 416ページの「スパムフィルタのキーワード」

streaming 366ページの「プロトコルストリーミング」

subaddressexact 397ページの「サブアドレスを処理する」

チャネルキーワードの一覧 (アルファベット順)
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

subaddressrelaxed 397ページの「サブアドレスを処理する」

subaddresswild 397ページの「サブアドレスを処理する」

subdirs 412ページの「複数のサブディレクトリにチャネル
メッセージキューを拡散する」

submit 415ページの「チャネル動作のタイプ」

suppressfinal 279ページの「ステータス通知メッセージに代替アドレス
を含めるには」

switchchannel 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替え
チャネル)」

threaddepth 385ページの「SMTPチャネルスレッド」

tlsswitchchannel 377ページの「Transport Layer Security」

transactionlimit 384ページの「接続トランザクションの制限を設定する」

truncatesmtplonglines 410ページの「1000文字を超える行を含む SMTPメールを
処理する」

unrestricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコー
ディングを有効にする」

urgentbackoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定す
る」

urgentblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

urgentnotices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するに
は」

useintermediate 279ページの「ステータス通知メッセージに代替アドレス
を含めるには」

user 415ページの「pipeチャネル」

uucp 387ページの「アドレスのタイプとルール」

viaaliasoptional 398ページの「エイリアスからアドレスを指定する」

viaaliasrequired 398ページの「エイリアスからアドレスを指定する」

vrfyallow 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

vrfydefault 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

vrfyhide 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

warnpost 280ページの「警告メッセージ」
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表 12–1チャネルキーワード (アルファベット順) (続き)
キーワード 詳細の参照先

wrapsmtplonglines 410ページの「1000文字を超える行を含む SMTPメールを
処理する」

x_env_to 400ページの「X-Envelope-toヘッダー行を生成するまたは
削除する」

機能別チャネルキーワード
次の表に分類したキーワードの一覧を示します。各表およびその種類は次のとおりで
す。

� 表 12–2アドレス処理のキーワード
� 表 12–3添付とMIME処理
� 表 12–4文字セットと 8ビットデータ
� 表 12–5MTAキュー領域でのファイル作成
� 表 12–6ヘッダーのキーワード
� 表 12–7着信チャネルの一致と切り替えのキーワード
� 表 12–8ログ記録とデバッグのチャネルキーワード
� 表 12–9長いアドレスリストやヘッダーのチャネルキーワード
� 表 12–10メールボックスフィルタのチャネルキーワード
� 表 12–11非請求の SMTP拡張サポートのキーワード
� 表 12–12通知メッセージとポストマスターメッセージのキーワード
� 表 12–13処理制御とジョブ送信のキーワード
� 表 12–14重要度の上限のキーワード
� 表 12–15メッセージの制限、ユーザー制限容量、権限、認証の試行のキーワード
� 表 12–16 SMTP認証、SASL、TLSのキーワード
� 表 12–17 SMTPコマンドとプロトコルのキーワード
� 表 12–18 TCP/IP接続とDNS検索サポートのキーワード
� 表 12–19その他のキーワード

表 12–2アドレス処理のキーワード

キーワード ページ 定義

アドレス処理

733 エンベロープで%ルーティングを使用します。percentsと同義。387ページの「アドレスの
タイプとルール」

822 387ページの「アドレスのタイプとルール」

エンベロープでソースルートを使用します。sourcerouteと同義。

機能別チャネルキーワード
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表 12–2アドレス処理のキーワード (続き)
キーワード ページ 定義

addreturnpath 394ページの「Return-path:ヘッダー行を生成する」

このチャネルのキューに入れるメッセージに Return-path:ヘッダーを追加します。

aliaslocal 396ページの「エイリアスファイルとエイリアスデータベースプローブを指定する」

書き換えられたアドレスをエイリアスファイルとエイリアスデータベースで検索します。

authrewrite 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」

認証された差出人の情報がある場合はMTAがヘッダーに含めるようにするために、ソース
チャネルで使用します。

bangoverpercent 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

A!B%CをA!(B%C)としてグループ化します。

bangstyle 387ページの「アドレスのタイプとルール」

エンベロープでUUCP!ルーティングを使用します。uucpと同義。

defaulthost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるためにドメイン名を指定します。

dequeue_removeroute 398ページの「ソースルートを削除する」

エンベロープの To:アドレスからソースルートを削除します。

exproute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

アドレスをリモートシステムに渡す際に明示的なルーティングを要求します。

holdlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

エンベロープ受取人アドレス数がこの制限を越えた場合、メッセージを保留します。

improute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

このチャネルのアドレスに対して黙示的なルーティングを実行します。

missingrecipientpolicy 392ページの「受取人ヘッダー行がないメッセージを有効にする」

受取人ヘッダーがないメッセージを有効にする (どのヘッダーを追加するか指定する)ポリ
シーを設定します。

noaddreturnpath 394ページの「Return-path:ヘッダー行を生成する」

メッセージをキューに入れる際に、メッセージに Return-path:ヘッダーを追加しません。

nobangoverpercent 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

A!B%Cを (A!B)%Cとしてグループ化します。

機能別チャネルキーワード

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月330



表 12–2アドレス処理のキーワード (続き)
キーワード ページ 定義

nodefaulthost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるために使用する、ドメイン名を指定しません。

noexproute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

このチャネルのアドレスに対して明示的なルーティングを実行しません。

noimproute 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

このチャネルのアドレスに対して黙示的なルーティングを実行しません。

noreceivedfrom 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレスからReceived:ヘッダー行を作成す
る」

元のエンベロープの From:アドレスを含めずに Received:ヘッダー行を作成します。

noremotehost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるために、ローカルホストのドメイン名をデフォルトのドメイン名とし
て使用します。

norestricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコーディングを有効にする」

unsrestrictedと同じ。

noreverse 393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使用を有効にする」

メッセージのアドレスを、アドレスリバース処理から外すことを指定します。

norules 398ページの「チャネル固有の書き換えルールチェックを有効にする」

このチャネル固有の書き換えルールを確認しません。

percentonly 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」

bangパスを無視します。エンベロープで%ルーティングを使用します。

percents 387ページの「アドレスのタイプとルール」

エンベロープで%ルーティングを使用します。733と同義。

remotehost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるために、リモートホストの名前をデフォルトのドメイン名として使用
します。

restricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコーディングを有効にする」

チャネルは、エンコーディングを必要とするメールシステムに接続します。

reverse 393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使用を有効にする」

アドレスリバースデータベースまたはREVERSEマッピングに対してアドレスを確認します。

機能別チャネルキーワード
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表 12–2アドレス処理のキーワード (続き)
キーワード ページ 定義

routelocal 390ページの「明示的なルーティングアドレスの書き換えを無効にする」

アドレスをチャネルに書き換える際に、MTAがアドレスのすべての明示的ルーティング
の「短絡化」を試行するようにします。

rules 398ページの「チャネル固有の書き換えルールチェックを有効にする」

このチャネル固有の書き換えルールを確認します。

sourceroute 387ページの「アドレスのタイプとルール」

822と同義。

subaddressexact 397ページの「サブアドレスを処理する」

エントリの一致の確認中に特別なサブアドレスの処理を行いません。エイリアスが一致する
とみなされるためには、サブアドレスを含むメールボックス全体が一致する必要がありま
す。

subaddressrelaxed 397ページの「サブアドレスを処理する」

完全一致と「名前+*」の形式一致を検索したあと、MTAで名前の部分のみの一致を検索しま
す。

subaddresswild 397ページの「サブアドレスを処理する」

サブアドレス全体を含む完全一致を検索したあと、MTAで「名前+*」の形式のエントリを検
索します。

unrestricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコーディングを有効にする」

RFC 1137エンコーディングとデコーディングを実行しないようにMTAに指示します。

uucp 387ページの「アドレスのタイプとルール」

エンベロープでUUCP!ルーティングを使用します。bangstyleと同義。

viaaliasoptional 398ページの「エイリアスからアドレスを指定する」

チャネルに一致する最終受取人のアドレスを、エイリアスで作成する必要がありません。

viaaliasrequired 398ページの「エイリアスからアドレスを指定する」

チャネルに一致する最終受取人アドレスを、エイリアスで作成する必要があります。

表 12–3添付とMIME処理

キーワード 定義

defragment 404ページの「メッセージあるいは部分メッセージの自動再組み立て」

このチャネルのキューに入れられる部分メッセージは、代わりに再組み立てチャネルの
キューに入れられます。
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表 12–3添付とMIME処理 (続き)
キーワード 定義

ignoreencoding 404ページの「Encodingヘッダー行を無視する」

着信メッセージの Encoding:ヘッダーを無視します。

interpretencoding 404ページの「Encodingヘッダー行を無視する」

着信メッセージの Encoding:ヘッダーを必要に応じて解釈します。

nodefragment 404ページの「メッセージあるいは部分メッセージの自動再組み立て」

再組み立てを無効にします。

表 12–4文字セットと 8ビットデータ

キーワード 定義

charset7 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

7ビットのテキストメッセージに関連付けるデフォルトの文字セット。

charset8 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

8ビットのテキストメッセージに関連付けるデフォルトの文字セット。

charsetesc 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

エスケープ文字を含む 7ビットのテキストに関連付けるデフォルトの文字セット

eightbit 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

チャネルが 8ビット文字をサポートします。

eightnegotiate 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

チャネルが 8ビット転送の使用をネゴシエートします (可能な場合)。

eightstrict 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

ネゴシエーションが行われていない 8ビットデータがメッセージヘッダーに含まれている場
合は、そのメッセージを拒否します。

sevenbit 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

8ビット文字をサポートしません。8ビット文字はエンコードされる必要があります。
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表 12–5MTAキュー領域でのファイル作成

キーワード ページ 定義

addrsperfile 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する」

チャネルのキューにある 1つのメッセージファイルに関連付けられる受取人の最大数の制
限。

expandchannel 386ページの「複数アドレスの拡張」

expandlimitの適用による遅延拡張を実行するチャネルを指定します。

expandlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

アドレスの数がこの制限を超えた場合、着信メッセージを「オフライン」で処理します。

multiple 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する」

メッセージファイル内の受取人数を制限しません。ただし SMTPチャネルのデフォルトは 99
です。

single 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する」

チャネル上の各宛先アドレス用にメッセージのコピーが 1つずつ作成されます。

single_sys 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する」

各宛先システム用にメッセージのコピーを 1つずつ作成します。

subdirs 412ページの「複数のサブディレクトリにチャネルメッセージキューを拡散する」

チャネルキューのメッセージを拡散するサブディレクトリの数を指定します。

表 12–6ヘッダーのキーワード

キーワード 定義

authrewrite 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」

認証された差出人の情報がある場合はMTAがヘッダーに含めるようにするために、ソース
チャネルで使用します。

commentinc 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

メッセージのヘッダー行内のコメントをそのままにします。

commentmap 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

COMMENT_STRINGSマッピングテーブルを通じて、メッセージヘッダー行でコメント文字列を実
行します。

commentomit 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

メッセージのヘッダー行内のコメントを取り除きます。
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表 12–6ヘッダーのキーワード (続き)
キーワード 定義

commentstrip 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

メッセージのヘッダー行内のコメントフィールドから問題を起こす文字を取り除きます。

commenttotal 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

Received:ヘッダー行以外のすべてのヘッダー行から ( )に入っているコメントを削除します。
ただし、推奨しません。

datefour 401ページの「日付表示を 2桁から 4桁に変換する」

すべての年表示フィールドを 4桁に展開します。

datetwo 401ページの「日付表示を 2桁から 4桁に変換する」

4桁の日付表示から先頭の 2桁を削除します。2桁の日付表示を要求するメールシステムとの
互換性を提供するための機能なので、その他の目的のために使用しないでください。

dayofweek 401ページの「日付の曜日を指定する」

曜日情報を残し、曜日情報がない場合にはその情報を日付/時刻ヘッダーに追加します。

defaulthost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるためにドメイン名を指定します。

dropblank 393ページの「不正な空白の受取人ヘッダーを削除する」

着信メッセージから不正な空白ヘッダーを削除します。

header_733 387ページの「アドレスのタイプとルール」

メッセージヘッダーで%ルーティングを使用します。

header_822 387ページの「アドレスのタイプとルール」

メッセージヘッダーでソースルートを使用します。

headerlabelalign 402ページの「ヘッダーの配置と折り返し」

このチャネルのキューに入れられたメッセージヘッダーの配置ポイントを制御します。整数
値の引数をとります。

headerlinelength 402ページの「ヘッダーの配置と折り返し」

このチャネルのキューに入れられたヘッダー行の長さを制御します。

headerread 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除する」

オリジナルのメッセージヘッダーが処理される前に、メッセージがキューに入れられたとき
に、オプションファイルからそのメッセージのヘッダーにトリミングのルールを適用します
(注意して使用すること)。
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表 12–6ヘッダーのキーワード (続き)
キーワード 定義

headertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除する」

元のメッセージヘッダーが作成されたあとで、オプションファイルからそのメッセージの
ヘッダーにトリミングのルールを適用します。

header_uucp 387ページの「アドレスのタイプとルール」

ヘッダーで !ルーティングを使用します。

inner 399ページの「埋め込まれたヘッダーを書き換える」

メッセージをパースして、内部ヘッダーを書き換えます。

innertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除する」

内部のメッセージヘッダーに、オプションファイルからのヘッダートリミングルールを適用
します (注意して使用すること)。

language 403ページの「ヘッダーのデフォルト言語を設定する」

ヘッダーにデフォルトの言語を指定します。

maxheaderaddrs 402ページの「長いヘッダー行を自動分割する」

1行に表示できるアドレスの数を指定します。

maxheaderchars 402ページの「長いヘッダー行を自動分割する」

1行に表示できる文字数を指定します。

missingrecipientpolicy 392ページの「受取人ヘッダー行がないメッセージを有効にする」

受取人ヘッダーがないメッセージを有効にする (どのヘッダーを追加するか指定する)ポリ
シーを設定します。

nodayofweek 401ページの「日付の曜日を指定する」

日付/時刻ヘッダーから曜日情報を削除します。この情報が処理できないメールシステムとの
互換性を提供するための機能なので、その他の目的のために使用しないでください。

nodefaulthost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるために使用する、ドメイン名を指定しません。

nodropblank 393ページの「不正な空白の受取人ヘッダーを削除する」

着信メッセージから不正な空白ヘッダーを削除しません。

noheaderread 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除する」

オプションファイルからのヘッダートリミングルールを適用しません。

noheadertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除する」

オプションファイルからのヘッダートリミングルールを適用しません。
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表 12–6ヘッダーのキーワード (続き)
キーワード 定義

noinner 399ページの「埋め込まれたヘッダーを書き換える」

内部のメッセージヘッダー行を書き換えません。

noinnertrim 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除する」

内部のメッセージヘッダーにヘッダートリミングルールを適用しません。

noreceivedfor 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレスからReceived:ヘッダー行を作成す
る」

エンベロープ受取人の情報を含めずに Received:ヘッダー行を作成します。

noreceivedfrom 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレスからReceived:ヘッダー行を作成す
る」

元のエンベロープの From:アドレスを含めずに Received:ヘッダー行を作成します。

noremotehost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるために、ローカルホストのドメイン名をデフォルトのドメイン名とし
て使用します。

noreverse 393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使用を有効にする」

チャネルのキューに入れられたメッセージのアドレスを、アドレスリバース処理から外しま
す。

norules 398ページの「チャネル固有の書き換えルールチェックを有効にする」

このチャネル固有の書き換えルールを確認しません。

nox_env_to 400ページの「X-Envelope-toヘッダー行を生成するまたは削除する」

X-Envelope-toヘッダー行を削除します。

personalinc 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

メッセージのヘッダー行にある個人名のフィールドをそのままにします。

personalmap 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

PERSONAL_NAMESマッピングテーブルを通じて、個人名を実行します。

personalomit 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

メッセージのヘッダー行にある個人名のフィールドを削除します。

personalstrip 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

ヘッダー行にある個人名のフィールドから問題になる文字を削除します。
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表 12–6ヘッダーのキーワード (続き)
キーワード 定義

receivedfor 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレスからReceived:ヘッダー行を作成す
る」

メッセージの宛先になっているエンベロープ受取人アドレスが 1つだけの場合は、そのエン
ベロープのReceived:ヘッダー行に To:アドレスを含めます。

receivedfrom 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレスからReceived:ヘッダー行を作成す
る」

MTAがエンベロープ From:アドレスを変更した場合、着信メッセージの Received:ヘッダー行
を作成する際に元のエンベロープの From:アドレスを含めます。

remotehost 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」

アドレスを完成させるために、リモートホストの名前をデフォルトのドメイン名として使用
します。

restricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコーディングを有効にする」

チャネルは、このエンコーディングを必要とするメールシステムに接続します。

reverse 393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使用を有効にする」

アドレスリバースデータベースまたはREVERSEマッピングに対してアドレスを確認します。

rules 398ページの「チャネル固有の書き換えルールチェックを有効にする」

このチャネル固有の書き換えルールを確認します。

sensitivitycompany
confidential

403ページの「機密度チェック」

Companyconfidentialが、受け付けるメッセージの重要度の上限です。

sensitivitynormal 403ページの「機密度チェック」

Normalが、受け付けるメッセージの重要度の上限です。

sensitivitypersonal 403ページの「機密度チェック」

Personalが、受け付けるメッセージの重要度の上限です。

sensitivityprivate 403ページの「機密度チェック」

Privateが、受け付けるメッセージの重要度の上限です。

sourcecommentinc 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

着信メッセージのヘッダー行にコメントを残します。

sourcecommentmap 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

ソースチャネルを通じて、ヘッダー行のコメント文字列を実行します。

sourcecommentomit 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

着信メッセージのTo:、From:、Cc:などのヘッダー行からコメントを削除します。
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表 12–6ヘッダーのキーワード (続き)
キーワード 定義

sourcecommentstrip 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

着信メッセージのヘッダー行内のコメントフィールドから問題を起こす文字を削除します。

sourcecommenttotal 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」

着信メッセージから、( )内に入っているコメントを削除します。

sourcepersonalinc 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

着信メッセージのヘッダー行にある個人名のフィールドをそのままにします。

sourcepersonalmap 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

ソースチャネルを通じて個人名を実行します。

sourcepersonalomit 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

着信メッセージのヘッダー行にある個人名のフィールドを削除します。

sourcepersonalstrip 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」

着信メッセージのヘッダー行にある個人名のフィールドから、問題になる文字を削除しま
す。

unrestricted 393ページの「制限されたメールボックスのエンコーディングを有効にする」

RFC 1137エンコーディングとデコーディングを実行しないようにMTAに指示します。

x_env_to 400ページの「X-Envelope-toヘッダー行を生成するまたは削除する」

X-Envelope-toヘッダー行の生成を有効にします。

表 12–7着信チャネルの一致と切り替えのキーワード

キーワード 定義

allowswitchchannel 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替えチャネル)」

switchchannelチャネルからこのチャネルへの切り替えを許可します。

nosaslswitchchannel 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

SASL認証に成功した場合、このチャネルへの切り替えは許可されません。

noswitchchannel 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替えチャネル)」

このチャネルへの、またはこのチャネルからの切り替えを行いません。

switchchannel 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替えチャネル)」

サーバーチャネルから送信元のホストに関連付けられたチャネルに切り替えます。
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表 12–7着信チャネルの一致と切り替えのキーワード (続き)
キーワード 定義

saslswitchchannel 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

クライアントが SASLの使用に成功した場合、着信接続が指定のチャネルに切り替えられま
す。

tlsswitchchannel 377ページの「Transport Layer Security」

TLSのネゴシエートが成功した場合に、ほかのチャネルに切り替えます。

表 12–8ログ記録とデバッグのチャネルキーワード

キーワード 定義

logging 413ページの「ログ記録のキーワード」

キューに対するメッセージの出入りをログに記録し、特定のチャネルのログ機能を有効にし
ます。

loopcheck 414ページの「Loopcheckを設定する」

MTAがMTA自体と通信しているかどうかを確認するために、SMTPEHLO応答見出しに文字
列を配置します。

master_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

チャネルのマスタープログラム出力内にデバッグ出力を作成します。

nologging 413ページの「ログ記録のキーワード」

キューに対するメッセージの出入りをログに記録しません。

noloopcheck 414ページの「Loopcheckを設定する」

SMTPEHLO応答見出しに文字列がありません。

nomaster_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

チャネルのマスタープログラム出力内にデバッグ出力を行いません。

noslave_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

スレーブのデバッグ出力を生成しません。

slave_debug 414ページの「デバッグのキーワード」

スレーブのデバッグ出力を生成します。
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表 12–9長いアドレスリストやヘッダーのチャネルキーワード

キーワード 定義

expandchannel 386ページの「複数アドレスの拡張」

expandlimitの適用による遅延拡張を実行するチャネルを指定します。

expandlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

アドレスの数がこの制限を超えた場合、着信メッセージを「オフライン」で処理します。

holdlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

アドレスの数がこの制限を越えた場合、メッセージを保留します。

maxprocchars 402ページの「ヘッダーの配置と折り返し」

処理や書き換えができるヘッダーの最大長。

表 12–10メールボックスフィルタのチャネルキーワード

キーワード 定義

channelfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

チャネルフィルタファイルの場所。destinationfilterと同じ。

destinationfilter 送信するメッセージに提供されるチャネルフィルタの場所。

destinationspamfilterXoptin416ページの「スパムフィルタのキーワード」

スパムのフィルタ処理のソフトウェアXによってこのチャネル宛てのメッセージを起動しま
す。

fileinto 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

メールボックスフィルタ fileintoの操作が適用されたときの、アドレスに対する効果を指定
します。

filter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

ユーザーフィルタファイルの場所を指定します。

nochannelfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

送信メッセージに対するチャネルフィルタリングを行いません。nodestinationfilterとも呼
ばれます。

nodestinationfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

送信メッセージに対するチャネルフィルタリングを実行しません。

nofileinto 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

メールボックスフィルタ fileintoのオペレータが効果を発揮しません。
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表 12–10メールボックスフィルタのチャネルキーワード (続き)
キーワード 定義

nofilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

ユーザーメールボックスのフィルタリングを実行しません。

nosourcefilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

着信メッセージに対してチャネルフィルタリングを実行しません。

sourcefilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

着信メッセージ用のチャネルフィルタファイルの場所を指定します。

sourcespamfilterXoptin 416ページの「スパムフィルタのキーワード」

スパムのフィルタ処理のソフトウェアXによってこのチャネルから発信されるメッセージを
起動します。

表 12–11非請求の SMTP拡張サポートのキーワード

キーワード 定義

sourcenosolicit 420ページの「非請求の SMTP拡張のサポート」

このチャネルから送信されたメール内でブロックされる請求フィールドの値のコンマ区切り
の一覧を指定します。

destinationnosolicit 420ページの「非請求の SMTP拡張のサポート」

このチャネルのキューに入れられたメール内で受け入れられない請求フィールドの値のコン
マ区切りの一覧を指定します。

表 12–12通知メッセージとポストマスターメッセージのキーワード

キーワード 定義

(完全な通知手順については 272ページの「配信ステータス通知メッセージを制御する」を参照)

aliaspostmaster 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

正式なチャネル名でのユーザー名が postmasterであるユーザーに宛てられたメッセージは
postmaster@ローカルホストにリダイレクトされます。ローカルホストには、ローカルホスト
名 (ローカルチャネルの名前)が入ります。

copysendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

メッセージの差出人アドレスが空白になっている場合を除き、配信不能メッセージのコピー
がポストマスターに送信されます。
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表 12–12通知メッセージとポストマスターメッセージのキーワード (続き)
キーワード 定義

copywarnpost 280ページの「警告メッセージ」

未配信メッセージの差出人アドレスが空白になっている場合を除き、警告メッセージのコ
ピーがポストマスターに送信されます。

errsendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

通知を差出人に返すことができない場合に、配信不能通知のコピーをポストマスターに送信
します。

errwarnpost 280ページの「警告メッセージ」

通知を差出人に返すことができない場合に、警告メッセージのコピーをポストマスターに送
信します。

includefinal 279ページの「ステータス通知メッセージに代替アドレスを含めるには」

配信通知の中に受取人アドレスの最終的な形式を含めます。

nonurgentnotices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するには」

優先度が低いメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返送するまで
の時間を指定します。

noreturnaddress 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

ポストマスターアドレス名に RETURN_ADDRESSオプション値を使用します。

noreturnpersonal 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

ポストマスター個人名に RETURN_PERSONALオプション値を使用します。

normalnotices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するには」

優先度が標準のメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返送するま
での時間を指定します。

nosendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

配信不能メッセージのコピーをポストマスターには一切送信しません。

notices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するには」

通知を送り、メッセージを返すまでの時間を指定します。

nowarnpost 280ページの「警告メッセージ」

警告メッセージのコピーをポストマスターには一切送信しません。

postheadbody 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

ヘッダーとメッセージの内容の両方を返送します。

postheadonly 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

ポストマスターにヘッダーだけを返送します。
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表 12–12通知メッセージとポストマスターメッセージのキーワード (続き)
キーワード 定義

returnaddress 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

ローカルポストマスターの返信アドレスを設定します。

returnenvelope 281ページの「空白のエンベロープ返信アドレス」

空白のエンベロープ返信アドレスの使用を制御します。

returnpersonal 281ページの「ポストマスター返送メッセージの内容」

ローカルのポストマスターに対する個人名を設定します。

sendpost 280ページの「返送された配信不能メッセージ」

配信不能メッセージのコピーをすべてポストマスターに送信します。

suppressfinal 279ページの「ステータス通知メッセージに代替アドレスを含めるには」

オリジナルの形式のアドレスが存在する場合に、通知メッセージに最終アドレス形式を表示
しないようにします。

urgentnotices 279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するには」

優先度が高いメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返送するまで
の時間を指定します。

useintermediate 279ページの「ステータス通知メッセージに代替アドレスを含めるには」

リストの展開後、ユーザーメールボックス名を生成するまでの間に作成された中間形式のア
ドレスを使用します。

warnpost 280ページの「警告メッセージ」

警告メッセージのコピーをすべてポストマスターに送信します。

表 12–13処理制御とジョブ送信のキーワード

キーワード 定義

(より大きい機能単位については 378ページの「メッセージの処理と配信を設定する」を参照)

backoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定する」

配信不能メッセージを再配信する回数。normalbackoff、nonurgentbackoff、urgentbackoff

キーワードで置き換え可能。

bidirectional 380ページの「チャネルの方向性を設定する」

マスターとスレーブの両方のプログラムによって処理されるチャネル。

deferred 380ページの「指定配信日を実行する」

Deferred-delivery:ヘッダー行を認識し、許可します。
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表 12–13処理制御とジョブ送信のキーワード (続き)
キーワード 定義

expandchannel 386ページの「複数アドレスの拡張」

expandlimitの適用による遅延拡張を実行するチャネルを指定します。

expandlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

アドレスの数がこの制限を超えた場合、着信メッセージを「オフライン」で処理します。

filesperjob 382ページの「サービスジョブの制限」

1つのジョブで処理できるキューエントリの数。

immnonurgent 380ページの「指定配信日を実行する」

優先度にかかわらず、送信後すべてのメッセージの配信を即座に開始します。

master 380ページの「チャネルの方向性を設定する」

マスタープログラムによって処理されるチャネル (master)。

maxjobs 382ページの「サービスジョブの制限」

1つのチャネルに対して同時実行できるジョブの最大数。

nodeferred 380ページの「指定配信日を実行する」

Deferred-delivery:ヘッダー行が許可されないように指定します。

nonurgentbackoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定する」

優先度が低いメッセージの配信試行頻度。

nonurgentblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「低」以下 (2番目の優先度)に設定します。
該当するメッセージは次の定期ジョブまで処理されません。

normalbackoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定する」

優先度が標準であるメッセージの配信試行頻度。

normalblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「低」に設定します。

noservice 387ページの「サービス変換を有効にする」

このチャネルで受信するメッセージのサービス変換は CHARSET-CONVERSIONを使用して有効に
します。

pool 382ページの「チャネル実行ジョブの処理プール」

チャネル用のプールを指定します。この後ろに、現在のチャネルの配信ジョブのプール先と
なるプール名を指定します。
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表 12–13処理制御とジョブ送信のキーワード (続き)
キーワード 定義

service 387ページの「サービス変換を有効にする」

CHARSET-CONVERSIONエントリにかかわらず、無条件でサービス変換を有効にします。

slave 380ページの「チャネルの方向性を設定する」

スレーブプログラム (slave)によって処理されるチャネル。

threaddepth 385ページの「SMTPチャネルスレッド」

マルチスレッド SMTPクライアントに対して新しいスレッドをトリガするために必要な
メッセージ数。

transactionlimit 1つの接続について許されるメッセージの数を制限します。

urgentbackoff 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定する」

優先度が高いメッセージの配信試行頻度。

urgentblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「標準」に設定します。

user 415ページの「pipeチャネル」

pipeチャネルでどのユーザー名で実行するかを示すのに使用されます。

表 12–14重要度の上限のキーワード

キーワード 定義

sensitivitycompanyconfidential403ページの「機密度チェック」

受け付けるメッセージの重要度の上限。

sensitivitynormal 403ページの「機密度チェック」

Normalが、受け付けるメッセージの重要度の上限です。

sensitivitypersonal 403ページの「機密度チェック」

Personalが、受け付けるメッセージの重要度の上限です。

sensitivityprivate 403ページの「機密度チェック」

Privateが、受け付けるメッセージの重要度の上限です。
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表 12–15メッセージの制限、ユーザー制限容量、権限、認証の試行のキーワード

キーワード 定義

alternatechannel 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超えるメッセージを再ターゲット化する」

alternateblocklimit、alternatelinelimit、および alternaterecipientlimitの代替宛先チャネル。

alternateblocklimit 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超えるメッセージを再ターゲット化する」

メッセージが alternativechannelに送信される前に、メッセージのブロック数の制限を指定し
ます。

alternatelinelimit 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超えるメッセージを再ターゲット化する」

メッセージが alternativechannelに送信される前に、メッセージの行数の制限を指定します。

alternaterecipientlimit 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超えるメッセージを再ターゲット化する」

メッセージが alternativechannelに送信される前に、メッセージの受取人数の制限を指定しま
す。

blocklimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定する」

1つの着信メッセージに対して許可されているMTAブロックの最大数。

disconnectbadauthlimit 407ページの「認証の試行失敗回数の制限」

1つのセッションで許可される認証の試行失敗回数の制限。この回数に達するとセッションの
接続は切断されます。

disconnectbadcommandlimit413ページの「セッションの制限を設定する」

セッションの不良コマンド数を制限します。

disconnectrecipientlimit 413ページの「セッションの制限を設定する」

セッションの受取人数を制限します。

disconnectrejectlimit 413ページの「セッションの制限を設定する」

拒否される受取人数を制限します。

disconnecttransactionlimit 413ページの「セッションの制限を設定する」

トランザクション数を制限します。

headerlimit 411ページの「ヘッダーのサイズを制限する」

プライマリ (もっとも外側の)メッセージヘッダーの最大サイズの制限。

holdexquota 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する」

制限容量を超過したユーザーに対するメッセージを保留します。

holdlimit 386ページの「複数アドレスの拡張」

アドレスの数がこの制限を越えた場合、着信メッセージを保留します。
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表 12–15メッセージの制限、ユーザー制限容量、権限、認証の試行のキーワード (続き)
キーワード 定義

linelength 406ページの「メッセージ行の長さを制限する」

チャネルごとに許可される最大のメッセージ行の長さを制限します。

linelimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定する」

1つのメッセージに対して許可される最大の行数を指定します。

maxblocks 405ページの「大きなメッセージの自動断片化」

1つのメッセージに許可するブロックの最大数を指定します。

maxlines 405ページの「大きなメッセージの自動断片化」

1つのメッセージに許可する最大行数を指定します。

nameparameterlengthlimit 410ページの「General Content-type、Filename Content-type、およびContent-dispositionパラ
メータの長さを制御する」

name content-typeおよび filename content-dispositionパラメータが切り捨てられる位置を制御し
ます。

noblocklimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定する」

1つのメッセージに許可されるMTAブロックの数に制限はありません。

noexquota 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する」

制限容量を超過したユーザーに宛てられたメッセージをすべて差出人に送り返します。

nolinelimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定する」

1つのメッセージに許可される行数に制限はありません。

nonurgentblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「低」以下 (2番目の優先度)に設定します。
該当するメッセージは次の定期ジョブまで処理されません。

normalblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「低」に設定します。

parameterlengthlimit 410ページの「General Content-type、Filename Content-type、およびContent-dispositionパラ
メータの長さを制御する」

general content-typeおよび content-dispositionパラメータが切り捨てられる位置を制御します。

recipientcutoff 411ページの「メッセージの受取人を制限する」

受取人がこの値を超えるとメッセージを拒否します。

recipientlimit 411ページの「メッセージの受取人を制限する」

メッセージが受け付ける受取人アドレスの数を制限します。
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表 12–15メッセージの制限、ユーザー制限容量、権限、認証の試行のキーワード (続き)
キーワード 定義

rejectsmtplonglines 410ページの「1000文字を超える行を含む SMTPメールを処理する」

1000文字よりも長い行 (CRLFを含む)を含むメッセージを拒否します。

sourceblocklimit 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定する」

1つの着信メッセージに対して許可されているMTAブロックの最大数。

truncatesmtplonglines 410ページの「1000文字を超える行を含む SMTPメールを処理する」

1行が 1000文字を超えるとそれ以降の文字を切り捨てます。

wrapsmtplonglines 410ページの「1000文字を超える行を含む SMTPメールを処理する」

1行が 1000文字を超えると折り返します。

urgentblocklimit 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」

指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「標準」に設定します。

表 12–16 SMTP認証、SASL、TLSのキーワード

キーワード 定義

(より大きい機能単位については 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」を参照)

authrewrite 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」

認証された差出人の情報がある場合はMTAがヘッダーに含めるようにするために、ソース
チャネルで使用します。

maysaslserver 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

クライアントが SASL認証を使用することを許可します。

maytls 377ページの「Transport Layer Security」

MTAはTLS使用の接続を受け入れ、送信接続にもTLSを使用しようと試みます。

maytlsclient 377ページの「Transport Layer Security」

MTASMTPクライアントはTLSをサポートする SMTPサーバーにメッセージを送信する際に
TLSを使用します。

maytlsserver 377ページの「Transport Layer Security」

MTASMTPサーバーが STARTTLS拡張をサポートすることを通知し、メッセージを受信する
際にTLSを使用することを許可します。

msexchange 376ページの「Microsoft Exchangeゲートウェイチャネルを指定する」

TCP/IPチャネルで使用して、MTAにこれがMSExchangeゲートウェイとクライアントとの通
信を行うチャネルであることを指示します。
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表 12–16 SMTP認証、SASL、TLSのキーワード (続き)
キーワード 定義

mustsaslserver 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

SMTPサーバーは、リモートクライアントが認証に成功しないかぎり、メッセージを受け付け
ません。

musttls 377ページの「Transport Layer Security」

MTAは送着信接続に必ずTLSを使用します。

musttlsclient 377ページの「Transport Layer Security」

MTASMTPクライアントは、メッセージの送信に必ずTLSを使用します (MTAは STARTTLSコ
マンドを発行し、このコマンドは必ず成功する必要がある)。

musttlsserver 377ページの「Transport Layer Security」

MTASMTPサーバーが STARTTLS拡張をサポートすることを通知し、メッセージを着信する
際にTLSを使用します。

nomsexchange 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」

デフォルト。

nosasl 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

SASL認証は許可されず、試行もされません。

nosaslserver 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

SASL認証は許可されません。

notls 377ページの「Transport Layer Security」

TLS認証は許可されず、試行もされません。

notlsclient 377ページの「Transport Layer Security」

送信接続時にMTASMTPクライアントはTLSを使用しません (送信接続時に STARTTLSコマン
ドが発行されない)。

notlsserver 377ページの「Transport Layer Security」

着信接続時にMTASMTPサーバーはTLSの使用を許可しません (SMTPサーバーもコマンド自
体も STARTTLS拡張に通知しない)。

saslswitchchannel 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」

クライアントが SASLの使用に成功した場合、着信接続が指定のチャネルに切り替えられま
す。

tlsswitchchannel 377ページの「Transport Layer Security」

クライアントがTLSネゴシエーションに成功した場合、着信接続が指定のチャネルに切り替
えられます。このキーワードには、切り替え先のチャネルを指定する必要があります。
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表 12–17SMTPコマンドとプロトコルのキーワード

キーワード 定義

(より大きい機能単位については 358ページの「SMTPコマンドとプロトコルのサポート」を参照)

allowetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

ETRNコマンドを処理します。

blocketrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

ETRNコマンドをブロックします。

checkehlo 361ページの「EHLOコマンドのサポート」

SMTP応答の見出しを確認して、EHLOとHELOのどちらを使用するか決定します。

disableetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

ETRN SMTPコマンドのサポートを無効にします。

domainetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

ドメインを指定する ETRNコマンドだけを処理します。

domainvrfy 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

完全なアドレスを使用してVRFYコマンドを発行します。

ehlo 361ページの「EHLOコマンドのサポート」

初期接続に SMTPEHLOコマンドを使用します。

eightbit 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

チャネルが 8ビット文字をサポートします。

eightnegotiate 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

チャネルが 8ビット転送の使用をネゴシエートします (可能な場合)。

eightstrict 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

ネゴシエーションが行われていない 8ビットデータがメッセージヘッダーに含まれている場
合は、そのメッセージを拒否します。

expnallow 364ページの「EXPNサポート」

DISABLE_EXPAND SMTPチャネルオプションによって SMTPサーバーレベルで EXPNが無効にさ
れている場合でも、EXPNを許可します。

expndisable 364ページの「EXPNサポート」

EXPNを無条件で無効にします。

expndefault 364ページの「EXPNサポート」

SMTPサーバーの設定で EXPNが許可されていれば EXPNを許可します。
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表 12–17SMTPコマンドとプロトコルのキーワード (続き)
キーワード 定義

localvrfy 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

ローカルアドレスを使用してVRFYコマンドを発行します。

mailfromdnsverify 364ページの「DNSドメイン確認」

MAIL FROM:コマンドに使用されているドメインが DNSに存在するかどうかを確認します。

noehlo 361ページの「EHLOコマンドのサポート」

EHLOコマンドを使用しません。

nomailfromdnsverify 364ページの「DNSドメイン確認」

MAIL FROM:コマンドに使用されているドメインが DNSに存在するかどうかを確認しません。

nosendetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

ETRNコマンドを送信しません。

nosmtp 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

SMTPプロトコルをサポートしません。これがデフォルトです。

novrfy 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

VRFYコマンドを発行しません。

sendetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

ETRNコマンドを送信します。

sevenbit 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」

8ビット文字をサポートしません。8ビット文字はエンコードされる必要があります。

silentetrn 362ページの「ETRNコマンドのサポート」

チャネル情報をエコーせずに ETRNコマンドを処理します。

smtp 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

SMTPプロトコルをサポートします。キーワード smtpは、すべての SMTPチャネルで必須で
す。(このキーワードは smtp_crorlfと同等。)

smtp_cr 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

ラインフィーダ (LF)なしの、キャリッジリターン (CR)のみが改行記号として受け入れられま
す。

smtp_crlf 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

キャリッジリターン (CR) +ラインフィーダ (LF)のシーケンスのみが改行記号として認識され
ます。
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表 12–17SMTPコマンドとプロトコルのキーワード (続き)
キーワード 定義

smtp_crorlf 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

キャリッジリターン (CR)、ラインフィーダ (LF)のシーケンス、または完全なCRLFが改行記
号として使用可能です。

smtp_lf 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」

キャリッジリターン (CR)なしの、ラインフィーダ (LF)のみを使用できます。

streaming 366ページの「プロトコルストリーミング」

チャネルに関連付けられたプロトコルのストリーミングの程度を制御します。

vrfyallow 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

VRFYコマンドに対して詳細な情報を提供する応答を出します。

vrfydefault 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

チャネルのHIDE_VERIFYオプションの設定に従い、VRFYコマンドに対してデフォルトの応
答を提供します。

vrfyhide 363ページの「VRFYコマンドのサポート」

SMTPVRFYコマンドに対してあいまいな応答を出します。

表 12–18TCP/IP接続とDNS検索サポートのキーワード

キーワード 定義

TCP/IP接続とDNS検索のサポート

(より大きい機能単位については 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」を参照)

cacheeverything 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

すべての接続情報をキャッシュします。

cachefailures 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

接続失敗に関する情報だけをキャッシュします。

cachesuccesses 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

接続成功に関する情報だけをキャッシュします。

connectalias 391ページの「メッセージがキューから取り出されるときのアドレス書き換え」

受取人のアドレスに書かれているホストに配信します。

connectcanonical 391ページの「メッセージがキューから取り出されるときのアドレス書き換え」

MTAが接続するシステムのホストエイリアスに接続します。
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表 12–18TCP/IP接続とDNS検索サポートのキーワード (続き)
キーワード 定義

daemon 373ページの「ターゲットホストの選択」

エンベロープアドレスにかかわらず特定のホストシステムに接続します。

defaultmx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

チャネルが、ネットワークからMX検索を実行するかどうかを決定します。

defaultnameservers 372ページの「ネームサーバー検索」

TCP/IPスタックが選択したネームサーバーを照合します。

forwardcheckdelete 370ページの「リバースDNS検索」

リバースDNS検索のあとに正引き検索を行い、リバースDNS検索で返された名前の正引き検
索がオリジナルの接続の IP番号に一致するかどうかを確認します。一致しない場合、リバー
スDNS検索で返された名前は削除され、IPアドレスが使用されます。

forwardchecknone 370ページの「リバースDNS検索」

DNSリバース検索のあとに正引き検索を実行しません。

forwardchecktag 370ページの「リバースDNS検索」

リバースDNS検索を実行して返された名前を正引き検索して、IP番号がオリジナルの接続の
IP番号に一致するかどうかを確認します。一致しなければ名前に「*」を付けます。

identnone 370ページの「IDENT検索」

IDENT検索を実行しません。IPからホスト名への変換を実行し、Received:ヘッダーにホス
ト名と IPアドレスの両方を含めます。

identnonelimited 370ページの「IDENT検索」

IDENT検索を実行しません。IPからホスト名への変換を実行し (ただしチャネルの切り替え
を行う際にはホスト名を使用しない)、Received:ヘッダーにホスト名と IPアドレスの両方を
含めます。

identnonenumeric 370ページの「IDENT検索」

IDENT検索および IPからホスト名への変換を実行しません。

identnonesymbolic 370ページの「IDENT検索」

IDENT検索を実行しません。IPからホスト名への変換を実行し、Received:ヘッダーにホス
ト名だけを含めます。

identtcp 370ページの「IDENT検索」

着信 SMTP接続での IDENT検索および IPからホスト名への変換を実行し、Received:

ヘッダーにホスト名と IPアドレスの両方を含めます
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表 12–18TCP/IP接続とDNS検索サポートのキーワード (続き)
キーワード 定義

identtcplimited 370ページの「IDENT検索」

着信 SMTP接続での IDENT検索と IPからホスト名への変換を実行します (ただし、チャネル
の切り替えを行う際にはホスト名を使用しない)。Received:ヘッダーにホスト名と IPアドレ
スを含めます。

indenttcpnumeric 370ページの「IDENT検索」

着信 SMTP接続で IDENT検索を実行します。IPからホスト名への変換を実行しません。

identtcpsymbolic 370ページの「IDENT検索」

着信 SMTP接続での IDENT検索と IPからホスト名への変換を実行し、Received:ヘッダーに
ホスト名だけを含めます。

interfaceaddress 369ページの「TCP/IPポート番号とインタフェースアドレス」

指定されたTCP/IPインタフェースアドレスにバインドします。

lastresort 372ページの「最後のホスト」

最後のホストを指定します。

mailfromdnsverify 364ページの「DNSドメイン確認」

MAIL FROM:コマンドに使用されているドメインが DNSに存在するかどうかを確認します。

mx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

TCP/IPネットワークおよびソフトウェアがMXレコード検索をサポートします。

nameservers 372ページの「ネームサーバー検索」

TCP/IPスタックが選択したネームサーバーの代わりに照合するネームサーバーのリストを指
定します。nameserversには、空白文字で区切られたネームサーバーの IPアドレスのリスト
が必要です。

nocache 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」

接続情報をキャッシュしません。

nomailfromdnsverify 364ページの「DNSドメイン確認」

MAIL FROM:コマンドに使用されているドメインが DNSに存在するかどうかを確認しません。

nomx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

TCP/IPネットワークがMX検索をサポートしません。

nonrandomemx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

MX検索を実行しますが、返されたエントリを同等の優先度でランダム化しません。

port 369ページの「TCP/IPポート番号とインタフェースアドレス」

SMTP接続用のデフォルトポート番号を指定します。標準ポートは 25です。
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表 12–18TCP/IP接続とDNS検索サポートのキーワード (続き)
キーワード 定義

randommx 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」

MX検索を実行し、返されたエントリを同等の優先度でランダム化します。

single 373ページの「ターゲットホストの選択」

チャネル上の各宛先アドレス用にメッセージのコピーが 1つずつ作成されるように指定しま
す。

single_sys 373ページの「ターゲットホストの選択」

各宛先システム用にメッセージのコピーを 1つずつ作成します。

threaddepth 385ページの「SMTPチャネルスレッド」

マルチスレッド SMTPクライアントに対して新しいスレッドをトリガするために必要な
メッセージ数。

表 12–19その他のキーワード

キーワード 定義

deferralrejectlimit 420ページの「不正な RCPT TOアドレスに制限を設定する」

不正なRCPTTO:アドレス数を制限します。

dispositionchannel 415ページの「プロセスチャネルのオーバーライド」

配信ステータス通知 (DSN)を最初にキューに入れるチャネルとしてプロセスチャネルよりも
優先されます。

destinationfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

一般的なMTAチャネルで使用して、チャネルレベルのフィルタを指定して送信メッセージに
適用します。

filter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

フィルタファイルの場所を示すURLを必要な引数としてとります。

nodestinationfilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

チャネルのどちらの方向にもチャネルメールボックスフィルタが無効になります。

nosourcefilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

どのチャネルメールボックスフィルタもソースチャネルに対して無効になります。

nofilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

デフォルトで、ユーザーメールボックスフィルタがチャネルに対して有効ではないことを示
します。
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表 12–19その他のキーワード (続き)
キーワード 定義

notificationchannel 415ページの「プロセスチャネルのオーバーライド」

MDN (Message DispositionNotification)を最初にキューに入れるチャネルとしてプロセスチャネ
ルよりも優先されます。

sourcefilter 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」

一般的なMTAチャネルで使用して、チャネルレベルのフィルタを指定して着信メッセージに
適用します。

submit 415ページの「チャネル動作のタイプ」

チャネルを送信専用のチャネルに指定します。

user 415ページの「pipeチャネル」

pipeチャネルでどのユーザー名で実行するかを示すのに使用されます。

SMTPチャネルを設定する
インストールの種類によっては、Messaging Serverのインストール時に数種の SMTP
チャネルが提供されます (次の表を参照)。このようなチャネルはTCP/IPの上位プロトコ
ルとして SMTPを実装します。マルチスレッドTCP SMTPチャネルには、ディス
パッチャ制御下のマルチスレッド SMTPサーバーが含まれます。送信された SMTPメール
は、必要に応じてジョブコントローラの制御下で動作し、チャネルプログラム
tcp_smtp_clientによって処理されます。

表 12–20SMTPチャネル

チャネル 定義

tcp_local リモート SMTPホストからのメッセージを受信します。メッセージを送信する場
合は、スマートホスト/ファイアウォール設定が使われているかどうかによって、
直接リモート SMTPホストに送るか、またはスマートホスト/ファイアウォールシ
ステムに送ります。

tcp_intranet イントラネット内のメッセージを送受信します。

tcp_auth tcp_localのスイッチチャネルとして使用されます。認証されたユーザーは、リ
レーブロックの制約を回避するため tcp_authチャネルに移されます。

tcp_submit 送信されたメッセージ (通常の場合はユーザーエージェントからのメッセージ)を
予約されている送信ポート 587で受け入れます (RFC 2476を参照)。

tcp_tas UnifiedMessagingを使用するサイト用の特殊な IAチャネル。

この節で説明するチャネルキーワードを追加または削除することで、これらのチャネル
の定義を変更したり、新規チャネルを作成したりできます。また、オプションファイル
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はTCP/IPチャネルのさまざまな特徴を制御するために使用されます。このようなオプ
ションファイルは、MTA設定ディレクトリ (msg_svr_base/config)に保存し、x_optionとい
う名前を付けなければなりません。この xはチャネルの名前です。詳細は、『Sun Java
SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「Option File」を参照してく
ださい。

この節には、次の項があります。

� 358ページの「SMTPチャネルオプションを設定する」
� 358ページの「SMTPコマンドとプロトコルのサポート」
� 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」
� 374ページの「SMTP認証、SASL、TLS」
� 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」
� 366ページの「TCP/IP接続とDNS検索のサポート」
� 376ページの「Microsoft Exchangeゲートウェイチャネルを指定する」
� 377ページの「Transport Layer Security」

SMTPチャネルオプションを設定する
TCP/IPチャネルオプションファイルは、TCP/IPチャネルのさまざまな特性を制御しま
す。チャネルオプションファイルはMTA設定ディレクトリに保存し、x_optionという名
前を付けてください。xはチャネル名です。たとえば、
/msg_svr_base/config/tcp_local_optionのようになります。

オプションファイルは、1つまたは複数のキーワードとその関連値によって構成されてい
ます。たとえば、サーバーのメーリングリストの展開を無効にするには、オプション
ファイルに DISABLE_EXPANDキーワードを追加し、値を 1に設定します。

その他のオプションファイルキーワードを使用すると、次のような制御を行うことがで
きます。

� メッセージ当たりの宛先数を制限する (ALLOW_RECIPIENTS_PER_TRANSACTION)
� 接続当たりのメッセージ数を制限する (ALLOW_TRANSACTIONS_PER_SESSION)
� MTAログファイルに記録される情報のタイプを微調整する

(LOG_CONNECTION、LOG_TRANPORTINFO)
� クライアントチャネルプログラムが許可できる同時送信接続の最大数を指定する

(MAX_CLIENT_THREADS)

すべてのチャネルオプションキーワードと構文の詳細については、『Sun Java System
Messaging Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してください。

SMTPコマンドとプロトコルのサポート
SMTPチャネルで EHLO、ETRN、EXPN、VRFYなどの SMTPコマンドをサポートするか
どうかを指定することができます。また、チャネルがDNSドメイン確認をサポートする
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かどうかや、どの文字を改行記号として受け入れるかなどを指定することも可能です。
この項では、次の内容について説明します。

� 361ページの「チャネルプロトコル選択と改行記号」
� 361ページの「EHLOコマンドのサポート」
� 362ページの「ETRNコマンドのサポート」
� 363ページの「VRFYコマンドのサポート」
� 364ページの「DNSドメイン確認」
� 365ページの「文字セットのラベルと 8ビットデータ」
� 366ページの「プロトコルストリーミング」

表 12–21に、この節で説明するキーワードの要約を示します。

表 12–21SMTPコマンドとプロトコルのキーワード

チャネルキーワード 説明

プロトコル選択と改行記号 チャネルが SMTPプロトコルをサポートするかどうかを指定し、改行記号として受
け入れる文字シーケンスを指定します。

smtp SMTPプロトコルをサポートします。キーワード smtpは、すべての SMTPチャネル
で必須です。(このキーワードは smtp_crorlfと同等。)

nosmtp SMTPプロトコルをサポートしません。これがデフォルトです。

smtp_cr ラインフィーダ (LF)なしの、キャリッジリターン (CR)のみが改行記号として受け
入れられます。

smtp_crlf キャリッジリターン (CR) +ラインフィーダ (LF)のシーケンスのみが改行記号として
認識されます。

smtp_lf キャリッジリターン (CR)なしの、ラインフィーダ (LF)のみを使用できます。

smtp_crorlf キャリッジリターン (CR)、ラインフィーダ (LF)のシーケンス、または完全なCRLF
が改行記号として使用可能です。

EHLOキーワード チャネルによるEHLOコマンドの処理方法を指定します。

ehlo 初期接続に SMTPEHLOコマンドを使用します。

checkehlo SMTP応答の見出しを確認して、EHLOとHELOのどちらを使用するか決定しま
す。

noehlo EHLOコマンドを使用しません。

ETRNキーワード チャネルによるETRNコマンド (キュー処理の要求)の処理方法を指定します。

allowetrn ETRNコマンドを処理します。

blocketrn ETRNコマンドをブロックします。

domainetrn ドメインを指定する ETRNコマンドだけを処理します。

silentetrn チャネル情報をエコーせずに ETRNコマンドを処理します。
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表 12–21SMTPコマンドとプロトコルのキーワード (続き)
チャネルキーワード 説明

sendetrn ETRNコマンドを送信します。

nosendetrn ETRNコマンドを送信しません。

VRFYキーワード チャネルによるVRFYコマンドの処理方法を指定します。

domainvrfy 完全なアドレスを使用してVRFYコマンドを発行します。

localvrfy ローカルアドレスを使用してVRFYコマンドを発行します。

novrfy VRFYコマンドを発行しません。

vrfyallow VRFYコマンドに対して詳細な情報を提供する応答を出します。

vrfydefault チャネルのHIDE_VERIFYオプションの設定に従い、VRFYコマンドに対してデ
フォルトの応答を提供します。

vrfyhide SMTPVRFYコマンドに対してあいまいな応答を出します。

EXPNキーワード チャネルによる EXPNキーワードの処理方法を指定します。

expnallow DISABLE_EXPAND SMTPチャネルオプションによって SMTPサーバーレベルで EXPNが
無効にされている場合でも、EXPNを許可します。

expndisable EXPNを無条件で無効にします。

expndefault SMTPサーバーの設定で EXPNが許可されていれば EXPNを許可します。(デフォル
ト)

DNSドメイン検査 チャネルがDNSドメイン確認を行うかどうかを指定します。

mailfromdnsverify MAIL FROM:コマンドに使用されているドメインが DNSに存在するかどうかを確認し
ます。

nomailfromdnsverify MAIL FROM:コマンドに使用されているドメインが DNSに存在するかどうかを確認し
ません。

文字セットと 8ビットデータ チャネルによる 8ビットデータの処理方法を指定します (注:これらのキーワードは
主に SMTPチャネルで使用されるが、その他のチャネルで使用されることもある。)

charset7 7ビットのテキストメッセージに関連付けるデフォルトの文字セット。

charset8 8ビットのテキストメッセージに関連付けるデフォルトの文字セット。

charsetesc エスケープ文字を含む 7ビットのテキストに関連付けるデフォルトの文字セット

eightbit チャネルが 8ビット文字をサポートします。

eightnegotiate チャネルが 8ビット転送の使用をネゴシエートします (可能な場合)。

eightstrict ヘッダーに不正な 8ビットデータが含まれている場合は、チャネルがそのメッセー
ジを拒否するように指定します。
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表 12–21SMTPコマンドとプロトコルのキーワード (続き)
チャネルキーワード 説明

sevenbit チャネルは 8ビット文字をサポートしません。8ビット文字はエンコードされる必
要があります。

プロトコルストリーミング プロトコルストリーミングチャネルが使用するプロトコルストリーミングの程度を
指定します。

streaming チャネルに関連付けられたプロトコルのストリーミングの程度を制御します。

チャネルプロトコル選択と改行記号
キーワード: smtp、nosmtp、smtp_crlf、smtp_cr、smtp_crorlf、 smtp_lf

smtpおよび nosmtpキーワードは、チャネルが SMTPプロトコルをサポートするかどうか
を指定するものです。smtp (またはその変形)は、すべての SMTPチャネルに対して必須
のキーワードです。

smtp_crlf、smtp_cr、smtp_crorlf、および smtp_lfキーワードは、MTAが改行記号とし
て受け入れる文字シーケンスの種類を指定するために、SMTPチャネルに対して使用され
ます。smtp_crlfキーワードを使用すると、キャリッジリターン (CR) +ラインフィーダ
(LF)のシーケンスのみが改行記号として認識されます。smtp_lfまたは smtpキーワードで
は、CRなしの LFのみを使用できます。また、smtp_crキーワードでは、LFなしのCRの
みを使用できます。これらのオプションは、着信データにしか適用されません。

SMTPでは改行記号としてCRLFが要求されるため、MTAは常にCRLFシーケンスを生成
します。各種の smtpキーワードは、MTAがその他の非標準的な改行記号を受け入れるか
どうかを指定するだけのものです。たとえば、MTAが規定どおりの SMTPメッセージだ
けを受け入れ、非標準的な改行記号を含むメッセージを拒否するように指定するには、
smtp_crlfを使います。

EHLOコマンドのサポート
キーワード: ehlo、noehlo、checkehlo

SMTPプロトコルは、その他のコマンドの使用のネゴシエーションを行うことができるよ
う拡張されています (RFC 1869)。これを利用するには、RFC 821規定の HELOコマンドの代
わりに、新しい EHLOコマンドを使用します。EHLOコマンドを受け取った拡張 SMTPサー
バーはサポートする拡張内容のリストを返します。拡張をサポートしないサーバーにこ
のコマンドを発行した場合は、不明なコマンドエラーのメッセージが返され、エラー
メッセージを受け取ったクライアントは折り返し HELOコマンドを送ります。

このフォールバックは、サーバーが拡張されているかどうかにかかわらず機能します。
ただし、サーバーがRFC 821に準拠した SMTPを実装していない場合は、問題が発生する
可能性があります。特に、認識できないコマンドを受け取ると接続を遮断してしまう
サーバーもあります。
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EHLOコマンドを受け取ったサーバーが接続を遮断した場合、SMTPクライアントは HELO

コマンドを発行して再接続を試みます。ただし、EHLOを受け取ったリモートサーバーが
接続を遮断するだけでなく、その他の問題を併発する場合は、クライアントが再接続で
きないこともあります。

ehlo、noehlo、および checkehloチャネルキーワードは、このような状況に対処するため
のキーワードです。ehloキーワードは、1回目の接続試行に EHLOコマンドを使用するよ
うMTAに指示を出します。noehloキーワードは EHLOコマンドの使用をすべて無効にしま
す。checkehloキーワードでは、リモート SMTPサーバーから返された応答見出し
に「ESMTP」文字列があるかどうかが確認されます。この文字列がある場合は EHLO、な
い場合は HELOが使用されます。デフォルトでは、最初の接続試行に対する応答の見出し
に「fire away」文字列が含まれている場合は HELOを使用し、それ以外の場合は EHLOを使
用するように設定されています。このデフォルト設定は ehloキーワードと checkehlo

キーワードの中間的な効果を得るものであり、この設定を指定するためのキーワードは
存在しないことに注意してください。

ETRNコマンドのサポート
キーワード:
allowetrn、blocketrn、disableetrn、domainetrn、silentetrn、sendetrn、nosendetrn、novrfy

RFC 1985で規定されている ETRNコマンドは SMTPサービスの拡張を可能にするもので
す。このコマンドによって SMTPサーバーがクライアントとの通信に基づいてメッセー
ジキューの処理を開始し、指定のホストにメッセージを配信できるようになります。

SMTPクライアントは ETRNを使用して、自分宛のメッセージキューの処理を開始するよ
うリモート SMTPサーバーに要求できます。つまり、ETRNは、自分のシステムに入って
くるメッセージのためにリモート SMTPシステムをポーリングする方法を提供します。
これは、一過性の接続しか持たないシステム間 (たとえば、ダイアルアップ以外の方法で
はインターネットに接続できないサイト用に二次的なMXホストとして設定されている
サイトなど)に対して有用です。このコマンドを有効にすることで、ダイアルアップ接続
を行うリモートサーバーもメール配信の要求を送ることができるようになります。

SMTPクライアントは、SMTP ETRNコマンド行でメッセージの送信先となるシステム名
(通常、その SMTPクライアントシステムの名前)を指定します。リモート SMTPサーバー
が ETRNコマンドをサポートする場合、サーバーは指定のシステムに別途接続し、そのシ
ステム宛のメッセージの配信を開始するためのプロセスがトリガされます。

ETRNコマンドへの応答

allowetrn、blocketrn、domainetrn、および silentetrnキーワードは、SMTPクライアン
トが ETRNコマンドを発行してMTAキュー内のメッセージを配信するよう要求した際に、
MTAがどのように対応するかを指定するキーワードです。

デフォルト設定では allowetrnキーワードが有効になっているため、MTAはすべての
ETRNコマンドを処理します。MTAが ETRNコマンドを拒否するように指定するには、
チャネル定義に blocketrnキーワードを使用します。
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MTAがすべての ETRNコマンドに従い、かつドメインによって確認されたチャネル名をエ
コーしないように指定するには、silentetrnキーワードを使用します。ETRNコマンドが
ドメインを指定している場合にのみMTAがそのコマンドを処理するように指定するに
は、domainetrnキーワードを使用します。また、このキーワードを使用すると、MTA
は、ドメインと一致し、MTAが実行しようとするチャネル名をエコーしません。

disableetrnでは、ETRNコマンドに対するサポートが完全に無効となります。SMTP
サーバーで、ETRNはサポートされているコマンドとして通知されません。

ETRNコマンドを送信する
sendetrnおよび nosendetrnチャネルキーワードは、MTAが SMTP接続開始時に ETRNコマ
ンドを送るかどうかを指定するためのものです。デフォルト設定では nosendetrnが有効
になっているため、MTAは ETRNコマンドを送りません。リモート SMTPサーバーが ETRN

コマンドをサポートする場合にのみMTAが ETRNを発行するように指定するには、
sendetrnキーワードを使用します。sendetrnnキーワードのあとには、メッセージの配信
先となるシステムの名前を記述する必要があります。

VRFYコマンドのサポート
キーワード: domainvrfy、localvrfy、vrfyallow、vrfydefault、vrfyhide

VRFYコマンドは、SMTPクライアントが特定のユーザー名に宛てられたメールが存在す
るかどうかを確認するよう SMTPサーバーに要求するためのコマンドです。VRFYコマン
ドは、RFC 821で定義されています。

サーバーは、ユーザーがローカルであるかどうか、メールが転送されるかどうかなどの
情報を返します。250という応答はユーザー名がローカルであることを意味し、251は
ローカルではないがメッセージの転送は可能であることを意味します。サーバーの応答
には、メールボックス名が含まれます。

VRFYコマンドを送信する
通常の環境では、SMTPダイアログの一部として VRFYコマンドを発行する必要はありま
せん。SMTP RCPT TOコマンドに VRFYコマンドと同じ効果があり、必要に応じて適切なエ
ラーを返すためです。ただし、サーバーの中には RCPT TOコマンドを受け取った場合には
コマンドが指定するアドレスをいったん受理してからバウンスし、VRFYコマンドを受け
取った場合はより広範なチェックを実行するものもあります。

デフォルト設定では novrfyキーワードが有効になっているため、MTAは VRFYコマンドを
発行しません。

MTAが SMTP VRFYコマンドを発行するように指定するには、チャネル定義に domainvrfy

または localvrfyキーワードを挿入します。domainvrfyキーワードを使用すると、完全な
アドレス (user@host)を引数とする VRFYコマンドが発行されます。localvrfyキーワード
を使用すると、アドレスのローカル部分 (user)だけを引数とする VRFYコマンドが発行さ
れます。
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VRFYコマンドに応答する
vrfyallow、vrfydefault、および vrfyhideキーワードは、送信側の SMTPクライアントか
ら SMTP VRFYコマンドを出したときの SMTPサーバーの応答を制御します。

MTAが詳細な情報を含む応答を返すように指定するには、vrfyallowキーワードを使用し
ます。HIDE_VERIFY=1チャネルオプションが指定されていないかぎり、MTAが詳細な情報
を含む応答を返すよう指定するには、vrfydefaultキーワードを使用します。MTAがあい
まいな応答を返すよう指定するには、vrfyhideキーワードを使用します。これらのキー
ワードを使用すると、VRFYコマンドに対する応答をチャネルごとに制御できます。一
方、HIDE_VERIFYオプションは、1つの SMTPサーバーを介して処理されるすべての着信
TCP/IPチャネルに適用されます。

EXPNサポート
キーワード: expnallow、expndisable、expndefault

expnallowは、DISABLE_EXPAND SMTPチャネルオプションによって SMTPサーバーレベル
で EXPNが無効にされている場合でも、EXPNを許可します。expndisableは、EXPNを無
条件で無効にします。expndefaultは、SMTPサーバーの設定で EXPNが許可されていれば
を許可します (デフォルト)。リストごとに展開を無効にすることができますが、サー
バーレベルで無効にされている場合は、リストごとの設定は意味を持ちません。

DNSドメイン確認
キーワード: mailfromdnsverify、nomailfromdnsverify

mailfromdnsverifyを着信 TCP/IPチャネルに対して設定すると、MTAは SMTP MAIL FROM

コマンドで指定されているドメインのエントリがDNSに存在するかどうかを確認し、エ
ントリが存在しない場合にはメッセージを拒否します。デフォルト設定で
は、nomailfromdnsverifyが有効になっているため、この確認は行われません。ただし、
返信アドレスに対してDNS確認を行うと、許可されるべきメッセージも拒否されてしま
う可能性があることに注意してください (たとえば、正規のサイトでもそのドメイン名が
まだ登録されていない場合や、DNSが適切に動作していない場合など)。これは、RFC
1123の「Requirements for Internet Hosts (インターネットホストの必要条件)」で規定され
ている電子メール受信の心得に反する行為です。ただし、存在しないドメインから不特
定多数宛のメール (UBE)が送られる場合は、この確認を行なった方がよい場合もありま
す。

COMおよび ORGトップレベルドメインのDNSワイルドカードエントリの導入によって
mailfromdnsverifyが有用でなくなったため、mailfromdnsverifyコードは変更されまし
た。DNSが 1つまたは複数のAレコードを返すと、これらの値と新しいMTAオプション
BLOCKED_MAIL_FROM_IPSによって指定されたドメインリテラルとが比較されます。一致す
る値が見つかると、ドメインは無効とみなされます。正しい動作を復元するための、現
在の正しい設定は次のとおりです。

BLOCKED_MAIL_FROM_IPS=[64.94.110.11]

このオプションの値はデフォルトでは空の文字列です。
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文字セットのラベルと8ビットデータ
キーワード: charset7、charset8、charsetesc、sevenbit、eightbit、 eightnegotiate、
eightstrict

文字セットのラベル

MIME仕様は、プレーンテキストのメッセージで使用される文字セットにラベルを付け
る仕組みを提供します。特に、Content-type:ヘッダー行の一部として charset=パラメー
タを指定することができます。MIMEには、US-ASCII (デフォルト)、ISO-8859-1、
ISO-8859-2のようなさまざまな文字セット名が定義されており、その後さらに定義され
たものも多数あります。

既存のシステムやユーザーエージェントの中には、これらの文字セットラベルを生成す
る仕組みを提供しないものもあり、その結果、プレーンテキストメッセージの中には適
切にラベル付けされていないものもあります。charset7、charset8、および charsetesc

チャネルキーワードは、文字セットのラベルが欠如しているメッセージヘッダーに文字
セット名を挿入するメカニズムをチャネルごとに提供するキーワードです。これらの
キーワードを使用する場合は、単一の文字セット名を引数として指定する必要がありま
す。文字セット名が正しいかどうかの確認は行われません。文字セットの変換は、MTA
テーブルディレクトリ内の文字セット定義ファイル charsets.txtで定義されている文字
セットに対してのみ可能であることに注意してください。できるだけこのファイルで定
義されている名前を使用することをお勧めします。

メッセージに含まれるのが 7ビットデータのみの場合は charset7を、8ビットデータが含
まれる場合は charset8を使用します。charsetescは、メッセージに 7ビットデータおよ
びエスケープ文字が含まれる場合に使用します。適切なキーワードが指定されていない
場合は、Content-type:ヘッダー行には文字セット名が挿入されません。

charset8キーワードでは、メッセージヘッダーの 8ビット文字のMIMEエンコーディン
グも制御されます (メッセージヘッダーでは、8ビットのデータは常に不正)。MTAでは通
常、メッセージヘッダーにあるすべての不正な 8ビットデータがMIMEでエンコードさ
れ、charset8の値が指定されていない場合は「UNKNOWN」文字セットとしてラベル付
けされます。

これらの文字セット指定が既存のラベルより優先されることはありません。メッセージ
にすでに文字セットラベルが含まれている場合やメッセージがテキストでない場合、こ
れらのキーワードは効果をもたらしません。通常、MTAのローカルチャネルは次のよう
にラベル付けされます。

l ... charset7 US-ASCII charset8 ISO-8859-1 ...

hostname

Content-typeヘッダーがメッセージにない場合は、このヘッダーが追加されます。ま
た、MIME-version:ヘッダー行がない場合は、そのヘッダー行が追加されます。

charsetescキーワードは、特に日本語や韓国語の文字セットを使用し、エスケープ文字
を含むラベルのないメッセージを受信するチャネルに便利です。
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8ビットデータ
127 (10進)以上の序数値を持つ文字の使用は制限される場合があります。特に、SMTP
サーバーの中には、高ビットを切り捨てるために 8ビット領域の文字を含むメッセージの
文字化けの原因となるものもあります。

Messaging Serverは、そのようなメッセージを自動的にエンコードし、8ビットデータが
メッセージに直接表示されないようにする機能を備えています。特定のチャネルの
キューに入れられるすべてのメッセージにエンコードを適用するには、sevenbitキー
ワードを使用します。そのような制限がない場合は、eightbitを使用します。

リモート SMTPサーバーが 8ビットをサポートすると明示していないかぎり、SMTPプロ
トコルは 8ビットを許可しません。ただし、拡張 SMTPなど、転送形式によっては、8
ビットの文字を転送できるかどうかを判断するためのネゴシエーションの形式をサポー
トするものもあります。ネゴシエートが失敗した場合に備えて、eightnegotiateキー
ワードを使用し、チャネルがメッセージをエンコードするように指定しておくことを強
くお勧めします。デフォルト設定ではすべてのチャネルに対してこのキーワードが有効
になっているため、ネゴシエーションをサポートしないチャネルは 8ビットデータの転
送が可能であるという仮定のもとに動作します。

Messaging Serverが、ヘッダーに不正な 8ビットデータを含むメッセージをすべて拒否す
るように設定するには、eightstrictキーワードを使用します。

プロトコルストリーミング
キーワード: streaming

メールプロトコルによっては、ストリーミングをサポートするものもあります。スト
リーミングがサポートされている場合は、MTAが一度に複数の要求を発行し、それぞれ
に対する応答をバッチで受け取ることができます。streamingキーワードは、チャネルに
関連付けられたプロトコルのストリーミングの程度を制御するキーワードです。この
キーワードには整数値のパラメータが必要です。パラメータの解釈は、プロトコルに
よって異なります。

通常の環境では、ストリーミングサポートが可能な範囲は SMTPパイプライン拡張でネ
ゴシエートされます。このキーワードは、通常の環境で使用されることがありません。

ストリーミング値の範囲は 0から 3までです。値が 0の場合はストリーミングが指定され
ず、値が 1の場合はRCPTTOコマンドグループがストリーミングされ、2の場合はMAIL
FROM/RCPTTOが、3の場合はHELO/MAILFROM/RCPTTOまたはRSET/MAIL
FROM/RCPTTOがストリーミングされます。デフォルトは 0です。

TCP/IP接続とDNS検索のサポート
サーバーによるTCP/IP接続およびアドレス検索の処理方法を指定することができます。
この項では、次の内容について説明します。

� 369ページの「TCP/IPポート番号とインタフェースアドレス」
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� 369ページの「チャネル接続情報のキャッシング」
� 370ページの「リバースDNS検索」
� 370ページの「IDENT検索」
� 371ページの「TCP/IPMXレコードのサポート」
� 372ページの「ネームサーバー検索」
� 372ページの「最後のホスト」
� 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替えチャネル)」
� 373ページの「ターゲットホストの選択」

表 12–22に、この項で説明されているTCP/IP接続およびDNS検索に関連するキーワード
の一覧を示します。

表 12–22TCP/IP接続とDNS検索のキーワード

チャネルキーワード 説明

ポート選択とインタフェース
のアドレス

SMTP接続用のデフォルトポート番号とインタフェースのアドレスを指定します。

port SMTP接続用のデフォルトポート番号を指定します。標準ポートは 25です。

interfaceaddress 指定されたTCP/IPインタフェースアドレスにバインドします。

キャッシュキーワード 接続情報のキャッシュ方法を指定します。

cacheeverything すべての接続情報をキャッシュします。

cachefailures 接続失敗に関する情報だけをキャッシュします。

cachesuccesses 接続成功に関する情報だけをキャッシュします。

nocache 接続情報をキャッシュしません。

リバースDNS検索 着信 SMTP接続に対するリバースDNS検索の処理方法を指定します。

forwardcheckdelete リバースDNS検索のあとに正引き検索を行い、リバースDNS検索で返された名前の正
引き検索がオリジナルの接続の IP番号に一致するかどうかを確認します。一致しない
場合、リバースDNS検索で返された名前は削除され、IPアドレスが使用されます。

forwardchecknone DNSリバース検索のあとに正引き検索を実行しません。

forwardchecktag リバースDNS検索を実行して返された名前を正引き検索して、IP番号がオリジナルの
接続の IP番号に一致するかどうかを確認します。一致しなければ名前に「*」を付けま
す。

IDENT検索 /DNSリバース検
索

着信 SMTP接続に対する IDENT検索およびDNSリバース検索の処理方法を指定しま
す。

identnone IDENT検索を実行しません。IPからホスト名への変換を実行し、Received:ヘッダーに
ホスト名と IPアドレスの両方を含めます。
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表 12–22TCP/IP接続とDNS検索のキーワード (続き)
チャネルキーワード 説明

identnonelimited IDENT検索を実行しません。IPからホスト名への変換を実行し (ただしチャネルの切り
替えを行う際にはホスト名を使用しない)、Received:ヘッダーにホスト名と IPアドレ
スの両方を含めます。

identnonenumeric IDENT検索および IPからホスト名への変換を実行しません。

identnonesymbolic IDENT検索を実行しません。IPからホスト名への変換を実行し、Received:ヘッダーに
ホスト名だけを含めます。

identtcp 着信 SMTP接続での IDENT検索および IPからホスト名への変換を実行し、Received:

ヘッダーにホスト名と IPアドレスの両方を含めます

identtcplimited 着信 SMTP接続での IDENT検索と IPからホスト名への変換を実行します (ただし、
チャネルの切り替えを行う際にはホスト名を使用しない)。Received:ヘッダーにホスト
名と IPアドレスを含めます。

indenttcpnumeric 着信 SMTP接続で IDENT検索を実行します。IPからホスト名への変換を実行しませ
ん。

identtcpsymbolic 着信 SMTP接続での IDENT検索と IPからホスト名への変換を実行し、Received:

ヘッダーにホスト名だけを含めます。

MXレコードのサポートと
TCP/IPネームサーバー

チャネルがMXレコード検索をサポートするかどうか、およびどのように処理するかを
指定します。

mx TCP/IPネットワークおよびソフトウェアがMXレコード検索をサポートします。

nomx TCP/IPネットワークがMX検索をサポートしません。

defaultmx チャネルが、ネットワークからMX検索を実行するかどうかを決定します。

randommx MX検索を実行し、返されたエントリを同等の優先度でランダム化します。

nonrandomemx MX検索を実行しますが、返されたエントリを同等の優先度でランダム化しません。

nameservers TCP/IPスタックが選択したネームサーバーの代わりに照合するネームサーバーのリス
トを指定します。nameserversには、空白文字で区切られたネームサーバーの IPアドレ
スのリストが必要です。

defaultnameservers TCP/IPスタックが選択したネームサーバーを照合します。

lastresort 最後のホストを指定します。

switchキーワード メールを着信する代替チャネルの選択を制御します。

allowswitchchannel switchchannelチャネルからこのチャネルへの切り替えを許可します。

noswitchchannel サーバーチャネルの使用を継続し、送信元ホストに関連付けられているチャネルに切り
替えません。また、ほかのチャネルからこのチャネルへの切り替えを許可しません。

switchchannel サーバーチャネルから送信元のホストに関連付けられたチャネルに切り替えます。
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表 12–22TCP/IP接続とDNS検索のキーワード (続き)
チャネルキーワード 説明

tlsswitchchannel TLSのネゴシエートが成功した場合に、ほかのチャネルに切り替えます。

saslswitchchannel SASL認証が成功した場合にほかのチャネルへ切り替えます。

ターゲットホストの選択と
メッセージコピーのストレー
ジ

ターゲットホストシステムと、メッセージコピーのストレージ方法を指定します。

daemon エンベロープアドレスにかかわらず特定のホストシステムに接続します。

single チャネル上の各宛先アドレス用にメッセージのコピーが 1つずつ作成されるように指定
します。

single_sys 各宛先システム用にメッセージのコピーを 1つずつ作成します。

TCP/IPポート番号とインタフェースアドレス
キーワード: port、interfaceaddress

通常、SMTP実装TCP/IPチャネルは、ポート 25に接続してメッセージを送信します。
SMTP実装TCP/IPチャネルがその他のポートを使用するように指定するには、portキー
ワードを使用します。このキーワードは、PORTディスパッチャオプション (SMTP接続を
受け入れるためにMTAが待機するポートを制御するオプション)を補足するものです。

interfaceaddressキーワードは、TCP/IPチャネルが送信時にソースアドレスとしてバイ
ンドするアドレスを制御します。つまり、複数のインタフェースアドレスが存在するシ
ステム上で、MTAが SMTPメッセージを送信する際にどのアドレスをソース IPアドレス
として使用するかを制御するキーワードです。このキーワードは、INTERFACE_ADDRESS

ディスパッチャオプション (接続およびメッセージを受け入れるためにTCP/IPチャネル
が待機するインタフェースアドレスを制御するオプション)を補足するものです。

チャネル接続情報のキャッシング
キーワード: cacheeverything、nocache、cachefailures、cachesuccesses

SMTPプロトコルを使用するチャネルは、過去の接続試行の履歴を含むキャッシュを管理
しています。このキャッシュは、アクセスできないホストに繰り返し接続しようとして
時間を浪費し、ほかのメッセージの配信が遅延されることを回避するために使用されま
す。このキャッシュは送信 SMTPチャネルが動作中の間のみ維持され、動作が終了する
たびに削除されます。

通常、キャッシュには、成功した接続試行と失敗した接続試行の両方に関する情報が記
録されます。(成功した試行は、その後失敗する試行を相殺するために記録される。すな
わち、一度接続に成功したホストがその後失敗しても、はじめて試行する接続や以前失
敗した接続ほど次の接続試行が遅れることはない。)

ただし、MTAが使用するキャッシング方法がすべての状況に適しているというわけでは
ありません。そこで、チャネルキーワードを使用してMTAキャッシュを調整します。
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cacheeverythingキーワードは、すべての形式のキャッシングを有効にします。デフォル
ト設定ではこのキーワードが使用されます。nocacheキーワードは、すべてのキャッシン
グを無効にします。

cachefailuresキーワードは、失敗した接続のキャッシングだけを有効にします。この
キーワードを使用すると、次の試行は cacheeverythingを使用した場合より多くの制約を
受けることになります。cachesuccessesは成功した接続だけをキャッシュします。この
キーワードは、SMTPチャネルに対する nocacheキーワードと同等のものです。

リバースDNS検索
キーワード: forwardchecknone、forwardchecktag、 forwardcheckdelete

forwardchecknone、forwardchecktag、および forwardcheckdeleteチャネルキーワード
は、リバースDNS検索の影響を修正します。これらのキーワードは、MTAがDNSリ
バース検索によって検出された IP名の正引き検索を実行するかどうか、および実行する
場合には正引き検索の結果がオリジナルの接続の IP番号と一致しなかった場合にどのよ
うに対処するかを制御します。

デフォルト設定では forwardchecknoneキーワードが有効になっているため、正引き検索
は実行されません。forwardchecktagキーワードは、リバース検索が行われるたびに正引
き検索を実行し、検出された番号がオリジナルの接続の番号と一致しない場合は IP名に
アスタリスク (*)を付けるように指定します。forwardcheckdeleteキーワードは、リバー
ス検索が行われるたびに正引き検索を実行し、リバース検索で返された名前の正引き検
索がオリジナルの接続の IPアドレスに一致しなかった場合はリバース検索で返された名
前を無視 (削除)するように、MTAに指示します。この場合、MTAはオリジナルの IPア
ドレスを使用します。

注 –複数の IPアドレスに「一般的な」IP名が使用されているサイトの場合、正引きの結
果がオリジナルの IPアドレスと一致しないのは比較的頻繁に見られる現象です。

IDENT検索
キーワード: identnone、identnonelimited、identtnonnumeric、identnonesymbolic、
identtcp、identtcpnumeric、identtcpsymbolic、 identtcplimited

IDENTキーワードは、MTAが IDENTプロトコルを使用して接続や検索を処理する方法を制
御します。IDENTプロトコルは、RFC 1413で規定されています。

identtcp、identtcpsymbolic、および identtcpnumericキーワードは、MTAが接続や検索
に IDENTプロトコルを使用するように指定するものです。IDENTプロトコルから入手し
た情報 (通常、SMTP接続を使用しているユーザーの ID)は、次のようにメッセージの
Received:ヘッダー行に挿入されます。

� identtcpは着信した IP番号に呼応するホスト名 (DNSリバース検索で検出された名前)
および IP番号そのものを挿入します。
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� identtcpsymbolicは着信した IP番号に呼応するホスト名 (DNSリバース検索で検出さ
れた名前)を挿入します。IP番号そのものは Received:ヘッダーに挿入されません。

� identtcpnumericは着信した IP番号を挿入します。リバースDNS検索は実行されませ
ん。

注 – identtcp、identtcpsymbolic、または identtcpnumericによる IDENT検索が役に立つの
は、リモートシステムで IDENTサーバーが稼働している場合です。

IDENTクエリの試行でパフォーマンスヒットが発生する場合があります。そうすると、
ルーターは認識できないポートへの接続試行を次第に「ブラックホール化」するように
なります。IDENT検索でこのような状況が発生した場合は、接続がタイムアウトするまで
MTAには応答が返されません (通常、このタイムアウトはTCP/IPスタックが制御するも
ので、1、2分ほどかかる)。

別のパフォーマンスの問題が、identtcp、indenttcplimited、あるいは identtcpsymbolic

を identtcpnumericと比較するときにも発生します。identtcp、identtcplimited、または
identtcpsymbolicによってDNSリバース検索が実行された場合、よりユーザーフレンド
リーなホスト名を返すにはより長い時間が必要になります。

identnoneキーワードは IDENT検索を無効にしますが、IPからホスト名への変換は行われ
ます。メッセージの Received:ヘッダーには IP番号とホスト名の両方が含まれます。

identnonesymbolicキーワードは IDENT検索を無効にしますが、IPからホスト名への変換
は行われます。メッセージの Received:ヘッダーにはホスト名だけが含まれます。

identnonenumericキーワードは IDENT検索を無効にし、DNSリバース検索の IP番号から
ホスト名への変換を禁止します。また、Received:ヘッダーにユーザーフレンドリーでは
ない情報を使用するため、パフォーマンスの向上につながる可能性もあります。これが
デフォルトです。

IDENT検索、リバースDNS検索、Received:ヘッダーに表示する情報などに関し、
identtcplimitedキーワードは identtcpと、identnonelimitedキーワードは identnoneと
それぞれ同様の効果をもたらします。ただし、異なる点として、identtcplimitedおよび
identnonelimitedの場合は、switchchannelキーワードの影響で、DNSリバース検索に
よってホスト名が検出されたかどうかにかかわらず常に IPリテラルアドレスがチャネル
スイッチのベースとして使用されます。

TCP/IPMXレコードのサポート
キーワード: mx、nomx、defaultmx、randommx、nonrandommx

TCP/IPネットワークには、MX (メールの転送)レコードの使用をサポートするものとし
ないものがあります。MTAシステムの接続先であるネットワークから提供されるMXレ
コードだけを使用するように設定できるTCP/IPチャネルプログラムもありま
す。mx、nomx、defaultmx、randommx、nonrandommxキーワードはMXレコードのサポート
を制御します。
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randommxキーワードは、MX検索を実行し、同等の優先順位を持つMXレコード値を順不
同で処理するように指定するものです。nonrandommxキーワードは、MX検索を実行し、
同等の優先順位を持つMXレコード値を受信したとおりの順番で処理するように指定す
るものです。

現在のところ、mxキーワードは nonrandommxキーワードと同じものですが、将来のリ
リースでは randommxと同じになるように変更される可能性もあります。nomxキーワード
はMX検索を無効にします。defaultmxキーワードは、ネットワークがMXレコードをサ
ポートする場合に mxを使用するように指定します。MX検索をサポートするチャネルで
はすべて defaultmxキーワードがデフォルトとして設定されています。

ネームサーバー検索
キーワード: nameservers、defaultnameservers

ネームサーバー検索が実行される際、TCP/IPスタックが選択したネームサーバーの代わ
りに nameserversチャネルキーワードを使ってネームサーバーのリストを指定することが
できます。nameserversキーワードには、空白文字で区切られたネームサーバーの IPアド
レスのリストが必要です。次の例を参照してください。

nameservers 1.2.3.1 1.2.3.2

デフォルト設定では defaultnameserversが有効になっているため、TCP/IPスタックの選
択によるネームサーバーが使用されます。

UNIXでネームサーバー検索を禁止するには、nsswitch.confファイルを編集します。NT
の場合は、TCP/IP設定を変更します。

最後のホスト
キーワード: lastresort

lastresortキーワードは、ほかのホストへの接続試行がすべて失敗した場合に最終的な
接続先となるホストを指定します。このキーワードは、事実上の最終手段的MXレコー
ドとして動作します。このキーワードは、SMTPチャネルに対してのみ効果があります。

このキーワードでは、「最終手段的システム」の名前を指定する単一のパラメータが必
要です。例:

tcp_local single_sys smtp mx lastresort mailhub.siroe.com

TCP-DAEMON

着信メール用代替チャネル (切り替えチャネル)
キーワード: switchchannel、allowswitchchannel、 noswitchchannel。374ページ
の「SMTP認証、SASL、TLS」の saslswitchchannelおよび 377ページの「Transport Layer
Security」の tlsswitchchannelも参照してください。

次の各キーワードは、着信メール用代替チャネルの選択を制御するもので
す。switchchannel、allowswitchchannel、noswitchchannel。
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MTAがリモートシステムから着信接続を受け付ける場合、MTAはその接続に関連付ける
チャネルを選ぶ必要があります。通常、使用するチャネルは転送形式に基づいて決定さ
れます。たとえば、TCP/IPを介する着信 SMTP接続は、自動的に tcp_localチャネルに
関連付けられます。

ただし、異なる性質を持つ複数の送信チャネルが複数のシステムに対して同時に使用さ
れる場合は、この限りではありません。この場合、着信と送信がそれぞれ異なるチャネ
ルで行われるため、対応するチャネルの性質がリモートシステムに関連付けられませ
ん。

この問題は、switchchannelキーワードを使用することにより解決できます。サーバーが
最初に使用するチャネルに switchchannelを指定すると、送信元ホストの IPアドレスが
チャネルテーブルに照合され、一致した場合はソースチャネルがそれに合わせて切り替
えられます。一致するものがない場合、または最初のデフォルト着信チャネルに一致す
るものが検出された場合は、MTAがリバースDNS検索によって検出したホスト名に一致
するエントリを見つけようと試みる場合もあります。ソースチャネルは switchchannelま
たは allowswitchchannelにマークされているチャネルに切り替えられます (デフォル
ト)。noswitchchannelキーワードは、チャネルの切り替えを行わないように指定するため
のものです。

デフォルトでは、サーバーが関連付けられているチャネル以外のチャネルに
switchchannelを使用しても効果はありません。現在のところ、switchchannelを使用で
きるのは SMTPチャネルに対してのみですが、いずれにしても SMTPチャネル以外に
switchchannelを使用すべきではありません。

ターゲットホストの選択
キーワード: daemon、single、single_sys

daemonキーワードの解釈と使用は、適用するチャネルの種類によって異なります。

daemonキーワードは、SMTPチャネル上でターゲットホストの選択を制御するために使用
します。

通常、ホストへの接続に使用されているチャネルは、メッセージのエンベロープアドレ
スに表示されます。daemonキーワードは、エンベロープアドレスにどのチャネルが表示
されているかにかかわらず、チャネルがファイアウォールやメールハブシステムなど特
定のリモートシステムに接続するように設定します。実際のリモートシステム名は、次
の例に示すように daemonキーワードの直後に表示されます。

tcp_firewall smtp mx daemon firewall.acme.com

TCP-DAEMON

daemonキーワードの後ろの引数が完全なドメイン名ではない場合、引数は無視され、
チャネルは正規ホストに接続します。正規ホストは、チャネルに関連付けられている完
全修飾ホスト名です。これは、3行からなるチャネルブロックの 2行目に指定できます。
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tcp_firewall smtp mx daemon router

firewall.acme.com

TCP-DAEMON

正規ホストを 2行からなるチャネルブロックのTCP-DAEMONのあとに指定して、送信接
続がそれぞれの接続を特定のホストとして識別するようにもできます。

tcp_firewall smtp mx daemon router

TCP-DAEMON firewall.acme.com

ファイアウォールやゲートウェイシステムを正規ホスト名として指定する場合、次の例
に示すように daemonキーワードに与えられる引数は、一般的にルーターとして指定され
ます。

tcp_firewall smtp mx daemon router

firewall.acme.com

TCP-DAEMON

また、関連するキーワードとして、singleおよび single_sysがあります。singleキー
ワードは、各宛先アドレス用にメッセージのコピーを 1つずつ作成するように指定しま
す。single_sysキーワードは、各宛先システム用にメッセージのコピーを 1つずつ作成
します。どちらのキーワードを使用しても、メッセージがキューに入れられる各チャネ
ルに最低 1つずつメッセージのコピーが作成されることに注意してください。

SMTP認証、SASL、TLS
キーワード:
maysaslserver、mustsaslserver、nosasl、nosaslserver、saslswitchchannel、nosaslswitchchannel

Messaging Serverが SASL (SimpleAuthentication and Security Layer)を使用したSMTPサーバー
の認証をサポートするかどうかを指定できます。SASLはRFC 2222で定義されています、
SASL、SMTP認証、およびセキュリティーの詳細については、第 19章を参照してくださ
い。

maysaslserver、mustsaslserver、nosasl、nosaslserver, switchchannel、および
saslswitchchannelチャネルキーワードは、SMTPプロトコルが使用される際に、TCP/IP
チャネルなどの SMTPチャネルによって SASL (SMTPAUTH)が使用されるように設定する
ためのものです。

デフォルト設定では nosaslが有効になっているため、SASL認証は許可または試行されま
せん。このキーワードは nosaslserverを包括するため、SASL認証の使用はすべて禁止さ
れます。maysaslserverを指定すると、SMTPサーバーは、クライアントが SASL認証の使
用を試行することを許可します。mustsaslserverを指定すると、SMTPサーバーは、クラ
イアントが SASL認証を使用することを要求します。SMTPサーバーは、リモートクライ
アントが認証に成功しないかぎり、メッセージを受け付けません。
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クライアントが SASLの使用に成功したときに着信接続を指定のチャネルに切り替えるに
は、saslswitchchannelを使います。このキーワードには、切り替え先のチャネルを指定
する必要があります。

ヘッダー内の SMTPAUTHから認証済みアドレスを
使用する
キーワード: authrewrite

authrewriteチャネルキーワードと関連の AUTH_REWRITEマッピングテーブルを使用する
と、認証動作で取得したアドレス情報に基づいてヘッダーとエンベロープアドレスを変
更することができます。特に、SASL認証で、認証された電子メールアドレスが提供され
るように設定することができます。FROM_ACCESSマッピングによって無視されることもあ
りますが、通常は SMTP AUTH情報が使用されます。表 12–23にあるように、authrewrite

キーワードは必須のビット値をとります。

表 12–23authrewriteのビット値

ビット 値 説明

0 1 何も変更しないでください (デフォルト)。

1 2 認証動作によって提供されたアドレスを含む、Sender:またはResent-sender:ヘッダー
フィールドを追加します。ほかのResent-フィールドが存在する場合は、Resent-variantが
使用されます。

2 4 認証動作によって提供されたアドレスを含む、Sender:ヘッダーフィールドを追加しま
す。
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表 12–23authrewriteのビット値 (続き)
ビット 値 説明

3 8 次のような形式の AUTH_REWRITEというマッピングテーブルプローブを作成します。

mail-from|sender|from|auth-sender

mail-fromはエンベロープ From:アドレス、senderは Sender:または Resent-sender:

ヘッダーフィールドのアドレス、fromは From:または Resent-From:ヘッダーフィールドの
アドレス、auth-senderは認証動作によって提供されたアドレスです。

この結果は、AUTH_REWRITEマッピングを使用して実行されます。マッピングでは、縦棒文
字 (|)で区切られた項目の一覧が返されます。項目は、次のフラグ設定に基づいて順番に
消費されます。

$J $Kメッセージのエンベロープ From:アドレスを置き換えます

$Y $T適切な Sender:または Resent-sender:ヘッダーフィールドを追加します。

$Nメッセージを拒否します。エラーメッセージのテキストはマッピングの結果によって
指定されます。テキストがなにも指定されていない場合は、invalid originator address

used (無効な差出人アドレス)というエラーメッセージが表示されます。

$Z適切な From:または Resent-from:ヘッダーフィールドを追加します。(注:一般に、
From:フィールドを無効にするべきではない。)

ほかの Resent-フィールドがヘッダー内に存在する場合、Resent-variantsが使用されま
す。

4 16 認証によって認証済みアドレスが提供されていない場合でも、AUTH_REWRITEマッピングを
適用します。このビットがクリアされている場合は、認証済みアドレスが利用可能なと
きだけマッピングが適用されます。

5 32 AUTH_REWRITEマッピングプローブの先頭にソースチャネルを含めます。ほかの情報とは |

で区切られています。このビットがクリアされている場合、チャネルは含められませ
ん。

注意 –エンベロープおよびヘッダーアドレスの変更はほとんどの場合に正しく行われない
ため、$Zフラグは厳しく制限する必要があります。

Microsoft Exchangeゲートウェイチャネルを指定
する
キーワード: msexchange、nomsexchange

msexchangeチャネルキーワードはTCP/IPチャネルで使用して、MTAにこれがMicrosoft
Exchangeゲートウェイとクライアントとの通信を行うチャネルであることを指示できま
す。SASLに対応した (maysaslserverキーワード、または mustsaslserverキーワードを使
用する)着信TCP/IPチャネルに配置されると、MTAの SMTPサーバーが、「誤った」形
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式 (オリジナルの ESMTP_AUTH仕様に基づくもの。この仕様は、新しく適切なAUTH仕
様ではなく、適切な ESMTP形式とは互換性がない)のAUTHを通知することになりま
す。たとえば、Microsoft Exchangeクライアントの中には、適切なAUTH形式を認識せ
ず、不正なAUTH形式のみを認識するものがあります。

msexchangeチャネルキーワードでも、破損したTLSコマンドを通知 (および認識)するよ
うになります。

デフォルトは nomsexchangeです。

Transport Layer Security
キーワード: maytls、maytlsclient、maytlsserver、musttls、musttlsclient、
musttlsserver、notls、notlsclient、 notlsserver、tlsswitchchannel

maytls、maytlsclient、maytlsserver、musttls、musttlsclient、musttlsserver、notls、notlsclient、notlsserve

および tlsswitchchannelチャネルキーワードは、TCP/IPチャネルなどの SMTPベースの
チャネルが SMTPプロトコルを使用するときにTLSをどのように処理するかを設定する
ためのキーワードです。

デフォルト設定では notlsが有効になっているため、TLSは許可または試行されません。
このキーワードは notlsclient (MTASMTPクライアントは送信接続にTLSを使用しな
い。送信接続時に STARTTLSコマンドは発行されない)および notlsserver (MTASMTPサー
バーは着信接続時にTLSの使用を許可しない。SMTPサーバーもコマンド自体も STARTTLS

拡張に通知しない)を包括しています。

maytlsが設定されている場合、MTAはTLS使用の接続を受け入れ、送信接続にもTLSを
使用しようと試みます。このキーワードは、maytlsclient (メッセージを送信する際に
TLSをサポートする SMTPサーバーに送信するのであれば、MTASMTPクライアントは
TLSを使用する)および maytlsserver (MTASMTPサーバーが STARTTLS拡張をサポートす
ることを通知し、メッセージを着信する際にTLSを使用できる)を包括しています。

TLSが機能するためには、次の条件が整っている必要があります。

� mailsrvアカウントでファイルにアクセスできるように、証明書の保護と所有権が設
定されている。

� 証明書が保存されているディレクトリに、mailsrvアカウントでその中のファイルに
アクセスできるような保護と所有権が設定されている。

musttlsキーワードを指定すると、MTAは送着信接続に必ずTLSを使用します。TLSの使
用をネゴシエートできなかったリモートシステムとの電子メールの交換は許可されませ
ん。このキーワードは、musttlsclientを包括しているので、MTASMTPクライアントは
メッセージの送信に必ずTLSを使用し、TLS使用のネゴシエーションが成功しない SMTP
サーバーにはメッセージを送りません (MTAは STARTTLSコマンドを発行し、そのコマン
ドは必ず成功しなけらばならない)。また、このキーワードは musttlsserverも包括して
いるので、MTASMTPサーバーは STARTTLS拡張をサポートすることを通知し、着信
メッセージを受け入れる際には必ずTLSを使用し、TLSの使用のネゴシエーションが成
功しないクライアントからのメッセージは拒否します。
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tlsswitchchannelキーワードは、クライアントがTSL使用のネゴシエートに成功した場
合、着信した接続を指定のチャネルに切り替えるためのキーワードです。このキーワー
ドには、切り替え先のチャネルを指定する必要があります。

メッセージの処理と配信を設定する
サーバーが特定の条件に基づいてメッセージの配信を試みるように指定できます。ま
た、サービスジョブの処理制限や、新しい SMTPチャネルスレッドを作成するタイミン
グなど、ジョブ処理に関するパラメータを指定することも可能です。この項では、次の
内容について説明します。

� 380ページの「チャネルの方向性を設定する」
� 380ページの「指定配信日を実行する」
� 380ページの「配信失敗メッセージの再配信回数を指定する」
� 382ページの「チャネル実行ジョブの処理プール」
� 382ページの「サービスジョブの制限」
� 384ページの「サイズに基づくメッセージの優先度」
� 385ページの「SMTPチャネルスレッド」
� 386ページの「複数アドレスの拡張」
� 387ページの「サービス変換を有効にする」

メッセージの処理と配信の詳細については、表 12–24を参照してください。

378ページの「メッセージの処理と配信を設定する」に、この節で説明されているキー
ワードのリストを示します。

表 12–24メッセージの処理と配信のキーワード

キーワード 定義

即時配信 メッセージの即時配信に関する設定を定義します。

immnonurgent 優先度にかかわらず、送信後すべてのメッセージの配信を即座に開始します。

チャネルの方向性 チャネルを処理するプログラムの種類を指定します。

bidirectional チャネルはマスターとスレーブの両方のプログラムによって処理されます。

master チャネルはマスタープログラム (master)によって処理されます。

slave チャネルはスレーブプログラム (slave)によって処理されます。

遅延配信 遅延ジョブの配信に関する設定を定義します。

backoff 遅延メッセージの配信試行頻度を指定します。normalbackoff、
nonurgentbackoff、urgentbackoffで置き換え可能。

deferred Deferred-delivery:ヘッダー行の認識と処理を行います。
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表 12–24メッセージの処理と配信のキーワード (続き)
キーワード 定義

nodeferred デフォルト。Deferred-delivery:ヘッダー行が許可されないように指定します。

nonurgentbackoff 優先度が低いメッセージの配信試行頻度。

normalbackoff 優先度が標準であるメッセージの配信試行頻度。

urgentbackoff 優先度が高いメッセージの配信試行頻度。

サイズに基づくメッセージの優先
度

サイズに基づいてメッセージの優先度を定義します。

nonurgentblocklimit 指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「低」以下 (2番目の優先度)に設
定します。該当するメッセージは次の定期ジョブまで処理されません。

normalblocklimit 指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「低」に設定します。

urgentblocklimit 指定値以上のサイズを持つメッセージの優先度を「標準」に設定します。

チャネル実行ジョブの処理プール 優先度やジョブ期日が異なる処理プールを指定します。

pool チャネルが動作するプールを指定します。

after チャネルが動作するまでの遅延時間を指定します。

サービスジョブの制限 サービスジョブ数、および 1つのジョブで処理できるメッセージファイルの最大数
を指定します。

maxjobs 1つのチャネルに対して同時実行できるジョブの最大数を指定します。

filesperjob 1つのジョブで処理できるキューエントリの数を指定します。

SMTPチャネルスレッド

threaddepth マルチスレッド SMTPクライアントに対して新しいスレッドをトリガするために必
要なメッセージ数。

複数アドレス拡張 複数の受取人を持つメッセージ処理を定義します。

expandlimit アドレスの数がこの制限を超えた場合、着信メッセージを「オフライン」で処理
します。

expandchannel expandlimitの適用による遅延拡張を実行するチャネルを指定します。

holdlimit アドレスの数がこの制限を越えた場合、着信メッセージを保留します。

トランザクションの制限 接続トランザクションの制限を指定します。

transactionlimit 1つの接続について許されるメッセージの数を制限します。

配信不能メッセージ通知 配信不能メッセージ通知を送るタイミングを指定します。

notices 通知を送り、メッセージを返すまでの時間を指定します。
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表 12–24メッセージの処理と配信のキーワード (続き)
キーワード 定義

nonurgentnotices 優先度が低いメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返
送するまでの時間を指定します。

normalnotices 優先度が標準のメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを
返送するまでの時間を指定します。

urgentnotices 優先度が高いメッセージを配信できない場合に通知を送り、そのメッセージを返
送するまでの時間を指定します。

チャネルの方向性を設定する
キーワード: master、slave、bidirectional

チャネルを処理するプログラムは、マスタープログラム (master)、スレーブプログラム
(slave)、あるいは両方のプログラム (bidirectional )という 3つのキーワードで指定され
ます。これらのどのキーワードも指定されていない場合のデフォルトは bidirectionalで
す。これらのキーワードによって、チャネルのキューにメッセージが入れられたときに
MTAが配信活動を開始するかどうかが決まります。

これらのキーワードを使用すると、対応するチャネルプログラムの特徴が反映されるよ
うになります。これらのキーワードをいつ、どこで使用すべきかについては、MTAがサ
ポートする各種チャネルの説明を参照してください。

指定配信日を実行する
キーワード: deferred、nodeferred、immnonurgent

deferredチャネルキーワードは、Deferred-delivery:ヘッダー行の認識と処理を行いま
す。未来の deferred指定配信日が付いているメッセージは、有効期限が切れて返される
か、あるいは指定配信日がくるまでチャネルのキューに保管されます。
Deferred-delivery:ヘッダー行の形式と操作の詳細については、RFC 1327を参照してく
ださい。

デフォルトのキーワードは nodeferredです。RFC 1327では配信日指定によるメッセージ
処理のサポートが義務付けられていますが、実際にそれを効果的に行えば、人々が
ディスク制限容量の拡張手段としてメールシステムを使用できるようになります。

immnonurgentキーワードは、優先度にかかわらず、送信後すべてのメッセージの配信を
即座に開始します。

配信失敗メッセージの再配信回数を指定する
キーワード: backoff、nonurgentbackoff、normalbackoff、urgentbackoff、notices
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デフォルトでは、配信に失敗したメッセージの再配信回数はメッセージの優先度に
よって異なります。次にデフォルトの再配信間隔を分単位で示します。優先度に続いて
数字が示されていますが、最初の数字は最初に配信に失敗してから再配信を試みるまで
の時間 (分)です。

緊急: 30, 60, 60, 120, 120, 120, 240

標準: 60, 120, 120, 240, 240, 240, 480

緊急ではない: 120, 240, 240, 480, 480, 480, 960

優先度が「緊急」のメッセージの場合、最初の配信失敗から 30分後に再度の配信を試
み、再配信から 60分後に次の再配信、その 60分後に次の再配信、さらに 120分後に次の
再配信が続きます。最後に示した配信後は同じ間隔で再配信が試みられます。優先度が
高いメッセージの場合では 240分ごとに再配信が試みられます。

再配信が行われるのは、notices、nonurgentnotices、normalnotices、または
urgentnoticesキーワードで指定された期間内です。期間内に配信が成功しなければ、配
信失敗通知が作成され、メッセージは差出人に返送されます。noticesキーワードの詳細
については、279ページの「通知メッセージの配信間隔を設定するには」を参照してくだ
さい。

backoffキーワードを使うと、優先度ごとにメッセージ再配信間隔を設定することができ
ます。nonurgentbackoffは優先度が低いメッセージの再配信間隔を指定します。
normalbackoffは優先度が標準のメッセージの再配信間隔を指定します。urgentbackoff

は優先度が高いメッセージの再配信間隔を指定します。backoffのどのキーワードも指定
されていなければ、優先度とは無関係に再配信間隔が指定されます。

次に例を示します。

urgentbackoff "pt30m" "pt1h" "pt2h" "pt3h" "pt4h" "pt5h" "pt8h" "pt16h"

これは優先度の高いメッセージの再配信の場合です。最初の配信失敗から 30分後に再度
の配信を試み、再配信から1時間後 (最初の配信失敗から 1時間半後)に 2回目の再配信、
その 2時間後に 3回目、その 3時間後に 4回目、その 4時間後に 5回目、その 5時間後に 6
回目、その 8時間後に 7回目、その 16時間後に 8回目の再配信をそれぞれ試みます。そ
の後は noticesキーワードで指定した期間内まで 16時間ごとに再配信を試みます。配信
が失敗すると、配信失敗の通知が生成され、差出人にメッセージが返されます。間隔の
構文は ISO 8601Pに記述されており、『Sun Java SystemMessaging ServerAdministration
Reference』でも説明されています。

次に、優先度が標準のメッセージの例を示します。

normalbackoff "pt30m" "pt1h" "pt8h" "p1d" "p2d” "p1w"

最初の配信失敗から 30分後に再度の配信を試み、その 1時間後に 2回目の再配信、その 8
時間後に 3回目、その 1日後に 4回目、その 2日後に 5回目、その 1週間後に 6回目の再
配信をそれぞれ試みます。その後は noticesキーワードで指定した期間内まで毎週、再配
信を試みます。配信が失敗すると、配信失敗の通知が生成され、差出人にメッセージが
返されます。
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最後に、優先度によらない、すべての配信失敗メッセージの例を示します。

backoff "pt30m" "pt120m" "pt16h" "pt36h" "p3d"

nonurgentbackoff、normalbackoff、または urgentbackoffで置き換えなければ、どの
メッセージも、最初の配信失敗から 30分後に再度の配信を試み、その 2時間後に 2回目
の再配信、その 16時間後に 3回目、その 36時間後に 4回目、その 3日後に 5回目の再配
信をそれぞれ試みます。その後は noticesキーワードで指定した期間内まで 3日ごとに再
配信を試みます。配信が失敗すると、配信失敗の通知が生成され、差出人にメッセージ
が返されます。

チャネル実行ジョブの処理プール
キーワード: pool

複数のチャネルが 1つのプール内で動作するように設定すると、複数のチャネルが同じ
プールのリソースを共有できるようになります。特定のチャネル専用に指定されている
プール内でほかのチャネルが動作するように設定することも可能です。各プール内の
メッセージは優先度に基づいて自動的に適切な処理キューに割り当てられます。優先度
の高いメッセージは優先度が低いメッセージよりも先に処理されます。(384ページ
の「サイズに基づくメッセージの優先度」を参照。)

poolキーワードを使用すると、ジョブが作成されるプールをチャネルごとに指定できま
す。poolキーワードの後ろには、現在のチャネルの配信ジョブのプール先となるプール
名を指定する必要があります。プール名の長さの上限は 12バイトです。

ジョブコントローラの概念と設定については、257ページの「ジョブコントローラファイ
ル」、257ページの「ジョブコントローラファイル」、および 382ページの「サービス
ジョブの制限」を参照してください。

サービスジョブの制限
キーワード: maxjobs、filesperjob

メッセージがチャネルキューに入れられるたびに、ジョブコントローラはメッセージを
配信するためのジョブが実行されていることを確認します。これには、新規ジョブプロ
セスの開始、スレッドの追加、実行中のジョブの確認などの操作が含まれます。しか
し、1つのサービスジョブではすべてのメッセージを手際よく配信できない場合もありま
す。ジョブコントローラの概念と設定については、257ページの「ジョブコントローラ
ファイル」、382ページの「チャネル実行ジョブの処理プール」、および 204ページ
の「ジョブコントローラ」を参照してください。

メッセージ配信のために開始されるプロセスやスレッドの数には、妥当な制限がありま
す。このプロセスやスレッド数の上限は、プロセッサの数、ディスクの速度、接続の性
質などによって決定されます。MTA設定ファイルでは、次のものを制御することができ
ます。
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� 1つのチャネルに対して開始できるプロセス数の上限 (maxjobsチャネルキーワード)
� 1つのチャネルセットに対して開始できるプロセス数の上限 (ジョブコントローラ設定
ファイルの該当するプールセクションに設定されている JOB_LIMITパラメータ)

� 新しいスレッドまたはプロセスを開始する前に受信したキュー内のメッセージ数
(threaddepthチャネルキーワード)

� チャネルによっては、特定の配信プログラム内で実行するスレッド数の上限 (チャネ
ルオプションファイル内の max_client_threadsパラメータ)

1つのチャネルに対して開始されるプロセス数の上限は、そのチャネルに対して設定され
ている maxjobs、またはチャネルが動作しているプールに対して設定されている
JOB_LIMITの最小値に当たります。

あるメッセージに処理が必要だとします。一般に、ジョブコントローラは次の場合に新
しい処理を開始します。

� チャネルに対してプロセスが実行されておらず、プールのジョブ数が制限に達してい
ない場合は、新しいプロセスを開始します。

� チャネルプログラムがシングルスレッドの場合、またはスレッド数が制限に達してい
て threaddepthで指定されている以上のバックログがあり、かつチャネルとプールの
ジョブ数がともに制限に達していない場合は、新しいプロセスを開始します。

� チャネルプログラムがマルチスレッドで、スレッド数が制限に達しておらず、かつ
threaddepthで指定されている以上のバックログがある場合は、新しいスレッドを開
始します。

特に、SMTPチャネルに対しては、異なるホスト宛のメッセージがキューに入るにつれて
新しいスレッドやプロセスを開始します。ジョブコントローラは、SMTPチャネルに対
し、次に示す基準に基づいて新しいプロセスを開始します。あるメッセージに処理が必
要だとします。

� SMTPチャネルに対してプロセスが実行されておらず、プールが制限に達していない
場合、ジョブコントローラは新しいプロセスを開始します。

� スレッド数が制限 (MAX_CLIENT_THREADS)に達していて、サービス待ち状態のホスト宛
のメッセージがキューに入っており、チャネル数 (maxjobs)もプールジョブ
(JOB_LIMIT)も制限に達していなければ、新しいプロセスが開始されます。

� スレッド数が制限に達しておらず、サービス待ち状態のホスト宛のメッセージが
キューに入った場合は、新しいスレッドが開始されます。

� スレッド数が制限に達しておらず、メッセージがキューに入ったためにそのホスト宛
のメッセージのバックログが threaddepthで指定されている以上の数になった場合
は、新しいスレッドが開始されます。

385ページの「SMTPチャネルスレッド」も参照してください。

filesperjobキーワードを使うと、MTAに追加のサービスジョブを作成するよう指示する
こともできます。このキーワードには、正の整数を 1つパラメータとして設定する必要
があります。この整数は、チャネルへ送られるべきキューエントリ (ファイル)の数を指
定するもので、その後それらのファイルを処理するために複数のサービスジョブが作成
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されます。パラメータに 0またはそれ以下の値を指定した場合は、1つのサービスジョブ
だけがキューに入れられます。キーワードを指定しないと、パラメータの値は 0に指定
されます。このキーワードの影響は最大化されます。すなわち、算出された大きな方の
数値が実際に作成されるサービスジョブの数となります。

filesperjobキーワードは、実際のキューエントリ (ファイル)数を与えられた値で
割って、作成するジョブ数を算出します。各メッセージのキューエントリ数は、single

や single_sysキーワード、メーリングリストのヘッダー修正アクション、そのほかさま
ざまな要素によって決定されます。

maxjobsキーワードは、同時実行可能な合計サービスジョブ数を制限します。このキー
ワードの後ろには、整数値を指定する必要があります。算出されたサービスジョブ数が
この値より大きい場合には、maxjobsジョブだけが作成されます。maxjobsが使用されて
いない場合のデフォルト値は 100に設定されています。通常、maxjobsには、そのチャネ
ルが使用する 1つまたは複数のサービスプールで同時実行が可能な合計ジョブ数と同じ
値、またはそれ以下の値を使用します。

接続トランザクションの制限を設定する
キーワード: transactionlimit

transactionlimitは、1つの接続について許されるメッセージの数を制限します。これを
使用して、次のように攻撃を阻止できます。

攻撃者が SMTPを介して接続し、正しい電子メールアドレスを推測しようとして多数の
RCPT TOコマンドを送信するとします。このような攻撃は、1つのトランザクションで許
可される無効な RCPT TOの回数を制限することによって阻止できます。これに対抗して攻
撃者が複数のトランザクションを使用したとしても、1つの SMTPセッションで許可され
るトランザクション数を transactionlimitで制限できます。攻撃者は複数のセッション
を使用することはできますが、多大な負担がかかることになります。接続抑制を使用し
てさまざまな方法でセッション数を制限することで、ほとんどの場合負担を非常に大き
くできます。

ただし、阻止する側にも負担はかかります。受取人制限やトランザクション制限、ある
いはその両方にうまく対応できない SMTPクライアントもあります。このようなクライ
アントのために例外をもうける必要があります。ただし、TCPチャネルオプションは無
条件で SMTPサーバーに適用されます。これを解決するには、チャネルキーワードと
switchchannelを使って、問題になるエージェントをより制限値の高いチャネルにルー
ティングします。

サイズに基づくメッセージの優先度
キーワード: urgentblocklimit、normalblocklimit、nonurgentblocklimit
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urgentblocklimit、normalblocklimit、および nonurgentblocklimitキーワードは、サイ
ズに基づいてメッセージの優先度を下げるようにMTAに指定するためのものです。これ
らのキーワードは、ジョブコントローラがメッセージ処理時に適用する優先度に影響を
及ぼします。

SMTPチャネルスレッド
キーワード: threaddepth

マルチスレッドの SMTPクライアントは、メッセージを宛先ごとにそれぞれ異なるス
レッドに割り当てるために、送信メッセージを並べ替えます。threaddepthキーワード
は、マルチスレッドの SMTPクライアントが 1つのスレッドに割り当てられるメッセージ
の数を制限し、それ以上のメッセージがある場合には別のスレッドに割り当てるよう指
定します。通常、同じ宛先へのメッセージはすべて 1つのスレッドによって処理されま
すが、このキーワードを指定すると、それらのメッセージが複数のスレッドによって処
理されるようになります。このキーワードのデフォルト値は 10です。

チャネルに対するバックログが threaddepthで指定されている以上の数に達すると、
ジョブコントローラはより多くのリソースをそのチャネルのキューにあるメッセージの
処理に割り当てようとします。チャネルがマルチスレッドの場合、ジョブコントローラ
はメッセージを処理するジョブがそのチャネルに対して新しくスレッドを開始するよう
に指示し、すべてのジョブのスレッド数がそのチャネルの制限に達している場合 (tcp_*
チャネルの MAX_CLIENT_THREADSオプション)は、新しいプロセスを開始するように指示し
ます。シングルスレッドのチャネルに対しては、新しいプロセスを開始するように指示
します。ただし、チャネルのジョブ数 (maxjobs)またはプールのジョブ数 (JOB_LIMIT)が
制限に達している場合、新しいジョブは開始されません。

基本的に、threaddepthはジョブがどのくらい集中してスケジューリングされるかを制御
します。次の 2つの状況を考えてみましょう。

(1)標準 (送信) SMTPチャネル

(2)スマートホスト宛転送の SMTPチャネル

ジョブコントローラは、宛先ホストによって特定のチャネルに送信されるメッセージを
分類し、それらの宛先ホストのバックログに基づいてメッセージが処理されるように
ジョブをスケジューリングします。

(1)の場合は、多数の宛先ホストが存在し、それらのほとんどのバックログは少量になり
ます。多数のスレッドが動作していて、aol、yahoo、hotmailなどの大量のトラフィック
が存在する宛先ホストを除いて、すべてが良好に機能している必要があります。ス
レッドの深さが 128の場合、バックログが 128に達すると yahooへの配信を行う 2番目の
スレッドだけが取得できます。これは適切な状態とはいえません。

(2)の場合は、1つの宛先ホストだけが存在し、多数のスレッドがそのホストへの配信を
行なっていて、理想的な状態です。あえていうなら、10というデフォルト値は小さすぎ
ます。
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threaddepthキーワードは、チャネルの接続先の SMTPサーバーが複数の接続を同時に処
理できる場合に、デーモンルーターTCP/IPチャネル (ある特定の SMTPサーバーに接続
するTCP/IPチャネル)上でマルチスレッドを確立する際に便利です。

複数アドレスの拡張
キーワード: expandlimit、expandchannel、holdlimit

ほとんどのチャネルでは、複数の受取人アドレスを持つメッセージの転送がサポートさ
れています。ただし、1つのメッセージに多くの受取人アドレスが指定されていると、
メッセージ転送処理に遅延 (オンライン遅延)が生じる場合があります。遅延時間が長い
とネットワークのタイムアウトが発生し、メッセージの重複送信やその他の問題が発生
する可能性があります。

MTAは、1つのメッセージに特定数以上のアドレスが指定されている場合に配信を遅ら
せて処理 (オフライン処理)することができます。この方法によって、オンライン遅延を
大きく軽減することが可能です。処理のオーバーヘッドを遅らせることはできますが、
遅延を完全に回避することはできません。

この機能を有効にするには、たとえば一般的な reprocessingチャネルと expandlimitキー
ワードを使用します。expandlimitキーワードは、オフライン処理を開始するまでに
チャネルから受け入れることのできるメッセージのアドレス数の上限を示す整数の引数
をとります。expandlimitキーワードが設定されていない場合のデフォルトは無限大で
す。引数の値を 0にすると、そのチャネルで着信したすべてのメッセージがオフライン
で処理されます。

expandlimitキーワードは、ローカルチャネルおよび reprocessingチャネルには使用でき
ません。使用すると、予測できない事態が発生する可能性があります。

オフライン処理を行うチャネルを指定するには、expandchannelキーワードを使用しま
す。特に設定を変更しないかぎり、expandchannelが設定されていない場合は
reprocessingチャネルが使用されますが、特別な目的のためにはその他の reprocessing
チャネルまたは processingチャネルを設定することもできます。expandchannelを使って
オフライン処理を行うチャネルを指定する場合、reprocessingチャネルまたは processing
チャネル以外のチャネルを使用することはできません。その他のチャネルを使用する
と、予測できない事態が発生する可能性があります。

expandlimitキーワードを適切に機能させるには、reprocessingチャネル (またはオフラ
イン処理を実行するその他のチャネル)をMTA設定ファイルに追加する必要がありま
す。ただし、MTA設定ユーティリティーによって生成された設定ファイルを使用してい
るのであれば、その必要はありません。

非常に多くの宛先アドレスが指定されているのは、不特定多数宛メールの特徴です。
holdlimitキーワードは、MTAが特定数以上の宛先アドレスを持つメッセージを受信した
場合、そのメッセージを .HELDメッセージとして reprocessチャネル (または
expandchannelキーワードが指定するチャネル)のキューに入れるように指示します。
メッセージはMTAポストマスターが手動で介入するまで reprocessキュー内で未処理の
まま待機します。
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サービス変換を有効にする
キーワード: service、noservice

serviceキーワードは、CHARSET-CONVERSIONエントリにかかわらず、無条件でサービス変
換を有効にします。noserviceキーワードが設定されている場合、チャネルで受信する
メッセージのサービス変換は、CHARSET-CONVERSIONで有効にします。

アドレス処理を設定する
この節ではアドレス処理を行うキーワードを説明します。この章には、次の節がありま
す。

� 387ページの「サービス変換を有効にする」
� 387ページの「アドレスのタイプとルール」
� 389ページの「!と%を使用するアドレスを解釈する」
� 389ページの「アドレスにルーティング情報を追加する」
� 390ページの「明示的なルーティングアドレスの書き換えを無効にする」
� 391ページの「メッセージがキューから取り出されるときのアドレス書き換え」
� 391ページの「不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト名を指定する」
� 392ページの「受取人ヘッダー行がないメッセージを有効にする」
� 393ページの「不正な空白の受取人ヘッダーを削除する」
� 393ページの「チャネル固有のリバースデータベースの使用を有効にする」
� 393ページの「制限されたメールボックスのエンコーディングを有効にする」
� 394ページの「Return-path:ヘッダー行を生成する」
� 394ページの「エンベロープTo:アドレスと From:アドレスからReceived:ヘッダー行を
作成する」

� 395ページの「アドレスヘッダー行内のコメントを処理する」
� 396ページの「アドレスヘッダー行内の個人名を処理する」
� 396ページの「エイリアスファイルとエイリアスデータベースプローブを指定する」
� 397ページの「サブアドレスを処理する」
� 398ページの「チャネル固有の書き換えルールチェックを有効にする」
� 398ページの「ソースルートを削除する」
� 398ページの「エイリアスからアドレスを指定する」

アドレスのタイプとルール
キーワード: 822、733、uucp、header_822、header_733、header_uucp

このキーワードのグループでは、チャネルでサポートするアドレスのタイプが制御され
ます。転送レイヤー (メッセージエンベロープ)に使われるアドレスとメッセージ
ヘッダーに使われるアドレスとは区別されます。
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822 (sourceroute)
ソースルートのエンベロープアドレス。このチャネルでは、ソースルートを含む、完全
なRFC 822形式のエンベロープアドレスルールがサポートされます。sourcerouteキー
ワードは、822と同義で使用できます。ほかのエンベロープアドレスタイプのキーワード
が指定されていない場合、これがデフォルトになります。

733 (percents)
パーセント記号のエンベロープアドレス。このチャネルでは、ソースルートを除く、完
全なRFC 822形式のエンベロープアドレスがサポートされます。ソースルートは、パー
セント記号のルールを使用して、書き換える必要があります。percentsキーワードは、
733と同義で使用できます。

注 – SMTPチャネルで 733アドレスルールを使用すると、SMTPエンベロープの転送レイ
ヤーのアドレスでもこれらのルールが使われるようになります。これは、RFC 821に違反
する場合があるため、必要時以外は 733を使用しないでください。

uucp (bangstyle)
bang-styleのエンベロープアドレス。このチャネルでは、エンベロープのRFC 976の
bbang-styleアドレスルールに準拠するアドレスが使用されます (たとえば、UUCPチャネ
ル)。bangstyleキーワードは、uucpと同義で使用できます。

header_822
ソースルートのヘッダーアドレス。このチャネルでは、ソースルートを含む、完全な
RFC 822形式のヘッダーアドレスルールがサポートされます。ほかのヘッダーアドレスタ
イプのキーワードが指定されていない場合、これがデフォルトになります。

header_733
パーセント記号のヘッダーアドレス。このチャネルでは、ソースルートを除く、完全な
RFC 822形式のヘッダーアドレスがサポートされます。ソースルートは、パーセント記号
のルールを使用して、書き換える必要があります。

注 –メッセージヘッダーで 733アドレスルールを使用すると、RFC 822とRFC 976に違反
する場合があります。このキーワードは、チャネルがソースルートアドレスを処理でき
ないシステムに接続することが確実な場合以外は使用しないでください。

header_uucp
UUCPまたは bang-styleのヘッダーアドレス。このキーワードの使用は推奨しません。使
用するとRFC 976に違反することになります。
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!と%を使用するアドレスを解釈する
キーワード: bangoverpercent、nobangoverpercent、percentonly

アドレスは常にRFC 822とRFC 976に準拠して解釈されます。ただし、これらの規格で扱
われていない複合アドレスの処理方法については、あいまいな部分があります。特
に、A!B%Cという形式のアドレスは次のどちらにも解釈できます。

� Aがルーティングホストで、Cが最終的な宛先ホスト

または

� Cがルーティングホストで、Aが最終的な宛先ホスト

RFC 976では、メールプログラムが後者のルールを使ってアドレスを解釈できるという旨
が示唆されていますが、そのような解釈が要求されるとは書かれていません。状況に
よっては、前者の解釈方法を使ったほうがよい場合があるかもしれません。

bangoverpercentキーワードを使うと、前者の A!(B%C)のように解釈されます。
nobangoverpercentキーワードを使うと、後者の (A!B)%Cのように解釈されます。
nobangoverpercentがデフォルトです。

注 –このキーワードは、A!B@C形式のアドレス処理に影響を与えません。これらのアドレ
スは、常に (A!B)@Cとして扱われます。このような処理はRFC 822とRFC 976の両方で義
務付けられています。

percentonlyキーワードで、bangパスが無視されます。このキーワードが設定されている
場合、パーセントはルーティング用に解釈されます。

アドレスにルーティング情報を追加する
キーワード: exproute、noexproute、improute、noimproute

MTAが扱うアドレスモデルは、すべてのシステムがほかのすべてのシステムのアドレス
を知っていて、それらのアドレスにどのように到達するかを知っているものと想定して
います。しかし、このような理想は、世界に知られていない 1つ以上のシステムに
チャネルが接続する (たとえば、プライベートなTCP/IPネットワーク内にあるマシン)場
合など、どのような場合にも当てはまるとはかぎりません。このチャネルにあるシステ
ムのアドレスは、サイトの外にあるリモートのシステムからは見ることができないよう
になっているのかもしれません。このようなアドレスに応答したい場合は、ローカルマ
シンを通ってメッセージをルーティングするようリモートのシステムに指示するソース
ルートを含んでいなければなりません。そうすれば、ローカルマシンは (自動的に)これ
らのマシンにルーティングすることができます。

exprouteキーワード (「explicit routing」の略)は、アドレスがリモートのシステムに渡さ
れるときに、関連するチャネルが明示的なルーティングを要するということをMTAに指
示するものです。このキーワードがチャネルに指定されている場合、MTAにより、ロー
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カルシステムの名前 (またはローカルシステムの現在のエイリアス)を含むルーティング
情報が、チャネルに一致するすべてのヘッダーアドレスとすべてのエンベロープの From:

アドレスに追加されます。noexprouteはデフォルトであり、ルーティング情報を追加し
ないことを指定します。

EXPROUTE_FORWARDオプションは、後方を探すアドレスに対する exprouteの動作を制限す
るために使用できます。MTAが適切なルーティングを独自に実行することができない
チャネルを通して相手システムに接続する場合には、別の状況が発生します。この場
合、ほかのチャネルに関連するアドレスはすべて、能力のないシステムに接続する
チャネルに送られたメール内で使用されるときに、ルーティング指定を必要とします。

この状況を処理するには、黙示的なルーティングと improuteキーワードが使用されま
す。MTAは、ほかのチャネルに合致するすべてのアドレスが improuteマークの付いた
チャネルに送られたメールの中で使用されるときにルーティングを必要とすることを
知っています。デフォルトの noimprouteは、指定されたチャネルに送られるメッセージ
のアドレスにルーティングの情報を加えないことを指定するものです。IMPROUTE_FORWARD

オプションは、後方を探すアドレスに対する improuteの動作を制御するために使用でき
ます。

exprouteおよび improuteキーワードは慎重に使用するようにしてください。これらの
キーワードは、アドレスを長く、より複雑にし、相手側のシステムで使用されているイ
ンテリジェントなルーティング機能を妨害する可能性があります。明示的ルーティング
と黙示的ルーティングを、指定ルートと混同しないようにしてください。指定ルート
は、書き換えルールからアドレスにルーティング情報を挿入するときに使用されます。
これは、特殊な A@B@C書き換えルールテンプレートによってアクティブになります。

指定ルートは、アクティブになったときに、ヘッダーとエンベロープ内のすべてのアド
レスに適用されます。指定ルートは特定の書き換えルールによってアクティブになるも
ので、通常、現在使用中のチャネルとは関係がありません。一方、明示的ルーティング
と黙示的ルーティングはチャネルごとに制御され、挿入されるルートアドレスは常に
ローカルシステムのものです。

明示的なルーティングアドレスの書き換えを無効
にする
キーワード: routelocal

routelocalチャネルキーワードでは、アドレスをチャネルに書き換える際に、MTAがア
ドレスのすべての明示的ルーティングの「短絡化」を試行するようにします。明示的に
ルーティングされたアドレス (using !、%、または@の文字を使用)は簡略化されていま
す。

このキーワードを内部TCP/IPチャネルなどの内部チャネルに使用すると、SMTPリレー
ブロッキングの設定を簡単にすることができます。

ただし、明示的%やその他のルーティングを必要とする可能性があるチャネルには、こ
のキーワードを使用してはいけません。
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メッセージがキューから取り出されるときのアド
レス書き換え
キーワード: connectalias、connectcanonical

通常、MTAはチャネルのキューにメッセージを入れるときにアドレスを書き換えます。
メッセージがキューから取り出されるときに、さらに書き換えが行われることはありま
せん。したがって、ホスト名が変更されたときにチャネルのキュー内に元のホスト名宛
のメッセージがまだ残っていても、問題は生じません。

connectaliasキーワードは、受取人のアドレスに書かれているホストに配信するよう
に、MTAに指示します。これがデフォルトです。connectcanonicalキーワードは、MTA
が接続するシステムのホストエイリアスに接続するように指示します。

不完全なアドレスを修正する際に使用するホスト
名を指定する
キーワード: remotehost、noremotehost、defaulthost、 nodefaulthost

MTAは、間違って設定された、あるいは標準に準拠しないメーラーや SMTPクライアン
トから、ドメイン名を含まないアドレスを受け取ることがよくあります。MTAは、その
ようなメッセージを通過させる前に、アドレスを有効な形式にしようと試みます。MTA
は、アドレスにドメイン名を付け加える (たとえば、@siroe.comを mrochekに付け加える)
ことによってそれを行います。

エンベロープ To:アドレスにドメイン名がない場合、MTAでは常にローカルホスト名を
追加するものと仮定します。From:アドレスなどのその他のアドレスの場合、MTASMTP
サーバーには、ドメイン名に関して少なくとも 2つのオプションが考えられます。それ
らのオプションとは、ローカルMTAホスト名と、クライアント SMTPでレポートされた
リモートホスト名です。また場合によっては、そのチャネルで受信するメッセージに特
定のドメイン名を追加するという、3つ目のオプションが考えられる可能性もあります。
最初の 2つのオプションは、どちらもある程度の頻度で発生することが考えられるた
め、適切なものと考えられます。不適切に構成された SMTPクライアントを扱う場合に
は、リモートホストのドメイン名を使用することが適切です。メッセージを掲示するた
めに SMTPを使う POPや IMAPクライアントのように軽量級のリモートメールクライア
ントを扱う場合には、ローカルホストのドメイン名を使用することが適切です。また、
(POPや IMAPなどの)軽量級のリモートメールクライアントの場合は、各クライアントに
はローカルホスト以外の専用の特定ドメイン名があります。この場合には、その他の特
定ドメイン名の追加が適当な場合もあります。MTAがとれる最善の策は、チャネルごと
に選択できるようにすることです。

noremotehostチャネルキーワードはローカルホストの名前が使用されるように指定する
ものです。デフォルトのキーワードは noremotehostです。
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defaulthostチャネルキーワードを使用して、着信するユーザー IDに追加する特定のホ
スト名を指定します。このキーワードの後ろには、チャネルで受信するアドレスを完成
させるためのドメイン名 (エンベロープ From:内とヘッダー内)を追加する必要がありま
す。送信チャネルの場合は、defaulthostキーワードの最初の引数もエンベロープ To:ア
ドレスに影響します。省略可能な 2番目のドメイン名 (少なくとも 1つのピリオドが含ま
れている)を指定してエンベロープ To:アドレスを完成させることもできます。デフォル
トは nodefaulthostです。

switchchannelキーワードは、前出の 372ページの「着信メール用代替チャネル (切り替え
チャネル)」で説明されているとおり、着信 SMTP接続を特定のチャネルに関連付けるた
めに使用することができます。この機能は、リモートのメールクライアントを、適切な
処理を受けることができるチャネルにグループ化するために使用することができます。
代わりの方法として、(標準に準拠しないクライアントが多数使用されていたとしても)
標準に準拠するリモートメールクライアントを配備する方が、MTAホストでネットワー
ク全体の問題を解決しようとするより簡単です。

受取人ヘッダー行がないメッセージを有効にする
キーワード: missingrecipientpolicy

RFC 822 (インターネット)メッセージには、受取人ヘッダー行である To:、Cc:、または
Bcc:ヘッダー行が必要です。そのようなヘッダー行がないメッセージは無効になりま
す。しかし、うまく稼働していないユーザーエージェントやメーラー (たとえば、古い
バージョンの sendmail)は、無効なメッセージを受け入れます。

missingrecipientpolicyキーワードは、そのようなメッセージを扱うときに使用すべきア
プローチを指定する整数値をとります。このキーワードが明示的に表現されていない場
合は、デフォルト値の 1 (無効なメッセージを変更せずに通過させる)が使用されます。

表 12–25missingrecipientpolicyの値

値 動作

0 エンベロープTo:受取人で To:ヘッダー行を置き換えます。

1 無効なメッセージを変更せずに通過させます。

2 エンベロープTo:受取人で To:ヘッダー行を置き換えます。

3 すべてのエンベロープTo:受取人で単一の Bcc:ヘッダー行を置き換えます。

4 To:ヘッダー行にグループのコンストラクタ (たとえば「;」)を生成します。「To:
Recipients not specified: ;」のようになります。

5 空白の Bcc:ヘッダー行を生成します。

6 メッセージを拒否します。
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MISSING_RECIPIENT_POLICYオプションは、MTAシステムがデフォルトでこの動作をする
ように設定するためのものであることに注意してください。初期のMessaging Server設定
では、MISSING_RECIPIENT_POLICYが 1に設定されます。

不正な空白の受取人ヘッダーを削除する
キーワード: dropblank、nodropblank

RFC 822 (インターネット)メッセージでは、To:、Resent-To:、Cc:、または Resent-Cc:

ヘッダーにアドレスが少なくとも 1つ必要です。空白値は使用できません。ただし、一
部のメーラーでは、このような不正なヘッダーが生成されることがあります。ソース
チャネルに dropblankチャネルキーワードが指定されている場合、MTAにより着信
メッセージからこれらの不正な空白ヘッダーが削除されます。

チャネル固有のリバースデータベースの使用を有
効にする
キーワード: reverse、noreverse

reverseキーワードは、チャネルのキューに入れられたメッセージ内のアドレスを、アド
レスリバースデータベースまたは REVERSEマッピングのどちらか存在する方に対して照合
し、必要に応じて変更するようにMTAに指示するものです。また、noreverseは、
チャネルのキューに入れられたメッセージのアドレスを、アドレスリバース処理から外
すことを指定するものです。デフォルトのキーワードは reverseです。265ページの「内
部形式から公的な形式にアドレスを変換するには」を参照してください。

制限されたメールボックスのエンコーディングを
有効にする
キーワード: restricted、unrestricted

メールシステムの中には、RFC 822で許されるアドレスのすべての形式を扱うことができ
ないものもあります。もっとも一般的に見られる例は、設定ファイルが不適切に設定さ
れた sendmailベースのメーラーです。引用されたローカルパート (あるいはメールボック
ス仕様)が、頻繁に見られる問題の原因です。

"smith, ned"@siroe.com

これは大きな問題なので、この問題を回避するための方策がRFC 1137に記載されていま
す。基本的なアプローチは、アドレスから引用を取り除き、引用を要する文字を、アト
ムに許可する文字にマップする変換ルールを適用することです (ここで使われているアト
ムという語の定義についてはRFC 822を参照)。たとえば、上記のアドレスは次のように
なります。
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smith#m#_ned@siroe.com

restrictedチャネルキーワードでは、MTAに、このチャネルがこのエンコーディングを
必要とするメールシステムに接続することを示します。するとMTAは、メッセージが
チャネルに書かれるときに、ヘッダーとエンベロープアドレスの両方において引用され
たローカルパートをエンコードします。そのチャネルの着信メールのアドレスは自動的
にデコードされます。unrestrictedキーワードは、RFC 1137エンコーディングとデコー
ディングを実行しないようにMTAに指示します。デフォルトは unrestrictedキーワード
です。

注 – restrictedキーワードは、引用されたローカルパートを受け入れることができないシ
ステムに接続するチャネルに対して適用します。引用されたローカルパートを実際に生
成するチャネルには適用しません。(そのようなアドレスを生成することができるチャネ
ルは、そのようなアドレスを処理することができると想定されるため。)

Return-path:ヘッダー行を生成する
キーワード: addreturnpath、noaddreturnpath

通常、Return-path:ヘッダー行の追加は、最終的な配信を実行するチャネルが行いま
す。ただし、ims-msチャネルなどの一部のチャネルでは、MTAで Return-path:ヘッダー
行を追加する方が、チャネルで追加するよりも効率的です。addreturnpathキーワードで
は、このチャネルのキューにメッセージを入れる際に、MTAにより Return-path:

ヘッダーが追加されます。

エンベロープ To:アドレスと From:アドレスから
Received:ヘッダー行を作成する
キーワード: receivedfor、noreceivedfor、receivedfrom、noreceivedfrom

receivedforキーワードは、メッセージの宛先になっているエンベロープ受取人アドレス
が１つだけの場合は、そのエンベロープのTo:アドレスを Received:ヘッダー行に含める
ようにMTAに指示します。デフォルトのキーワードは receivedforです。noreceivedfor

キーワードは、エンベロープアドレス情報を含めずに、Received:ヘッダー行を作成する
ようMTAに指示します。

receivedfromキーワードは、たとえばメーリングリストの拡大などのためにMTAがエン
ベロープ From:アドレスを変更した場合、着信メッセージの Received:ヘッダー行を作成
する際に元のエンベロープの From:アドレスを含めるようにMTAに指示します。デ
フォルトは receivedfromです。noreceivedfromキーワードは、元のエンベロープ From:
アドレスを使わずに、Received:ヘッダー行を作成するようMTAに指示します。
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アドレスヘッダー行内のコメントを処理する
キーワード: commentinc、commentmap

commentomit、commentstrip、commenttotal、sourcecommentinc、sourcecommentmap、
sourcecommentomit、sourcecommentstrip、sourcecommenttotal

MTAは必要なときだけヘッダー行の内容を解釈します。ただし、省略形のアドレスを書
き換えてなくすために (それ以外の場合は、有効なアドレスに変換するために)、アドレ
スを含むすべての登録されたヘッダー行をパースしなければなりません。この処理の途
中では、コメント (括弧で囲まれた文字列)が抽出され、ヘッダー行が再構成されるとき
に変更されるか、あるいは除外されることがあります。

この動作は、commentinc、commentmap、commentomit、commentstrip、および commenttotal

キーワードを使用して制御されます。commentincキーワードは、ヘッダー行内のコメン
トを残すようにMTAに指示します。デフォルトでは、このキーワードが使用されます。
commentomitキーワードは、アドレスヘッダー、たとえば To:、From:、あるいは Cc:

ヘッダー行からコメントを取り除くようにMTAに指示します。

commenttotalキーワードは、MTAにすべてのヘッダー行 (Received:ヘッダー行を除く)か
らコメントを削除するように指示します。このキーワードは通常有用ではなく、お勧め
もしません。commentstripキーワードは、すべてのコメントフィールドからすべての非
原子的文字を削除するようにMTAに指示します。commentmapキーワード
は、COMMENT_STRINGSマッピングテーブルを通じてコメント文字列を実行します。

ソースチャネルでは、この動作は sourcecommentinc、sourcecommentmap、
sourcecommentomit、sourcecommentstrip、および sourcecommenttotalの各キーワードを
使用して制御されます。sourcecommentincキーワードは、MTAにヘッダー行のコメント
を維持するように指示します。デフォルトでは、このキーワードが使用されます。
sourcecommentomitキーワードは、MTAにアドレスヘッダー (To:、From:、Cc:などの
ヘッダー)からすべてのコメントを削除するように指示します。sourcecommenttotalキー
ワードは、MTAにすべてのヘッダー行 (Received:ヘッダー行を除く)からコメントを削
除するように指示します。このキーワードは通常有用ではなく、お勧めもしません。最
後に、sourcecommentstripキーワードはMTAに、すべてのコメントフィールドから非原
子的文字を削除するように指示します。sourcecommentmapキーワードは、ソースチャネ
ルを通じてコメント文字列を実行します。

これらのキーワードはどのチャネルにも適用できます。

COMMENT_STRINGSマッピングテーブルの構文は、次のとおりです。

(comment_text) | address

エントリテンプレートに $Yフラグが設定されている場合、元のコメントは指定したテキ
スト (閉じる括弧を含むこと)に置き換えられます。
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アドレスヘッダー行内の個人名を処理する
キーワード: personalinc、
personalmap、personalomit、personalstrip、sourcepersonalinc、sourcepersonalmap、
sourcepersonalomit、sourcepersonalstrip

書き換えプロセスの際には、省略形のアドレスを書き換えてなくすために (それ以外の場
合は、有効なアドレスに変換するために)、アドレスを含むすべてのヘッダー行をパース
しなければなりません。このプロセスの際に、個人名 (角括弧で区切られたアドレスの前
にある文字列)が抽出されるが、これはヘッダー行を再構築するときに変更したり除外す
ることもできます。

この動作は、personalinc、personalmap、personalomit、および personalstripキーワー
ドを使用して制御されます。personalincキーワードは、ヘッダーの個人名を維持するよ
うにMTAに指示します。デフォルトでは、このキーワードが使用されます。
personalomitキーワードは、すべての個人名を削除するようにMTAに指示します。
personalstripキーワードは、すべての個人名フィールドからすべての非原子的文字を削
除するように、MTAに指示します。personalmapキーワードは、PERSONAL_NAMESマッピン
グテーブルを通じて個人名を実行するように、MTAに示します。

ソースチャネルでは、この動作は sourcepersonalinc、sourcepersonalmap、
sourcepersonalomit、または sourcepersonalstripキーワードを使用して制御されます。
sourcepersonalincキーワードは、ヘッダーの個人名を維持するようにMTAに指示しま
す。デフォルトでは、このキーワードが使用されます。sourcepersonalomitキーワード
は、すべての個人名を削除するようにMTAに指示します。最後に、sourcepersonalstrip

キーワードは、すべての個人名フィールドから非原子的文字を削除するように、MTAに
指示します。sourcepersonalmapキーワードは、ソースチャネルを通じて個人名を実行す
るようにMTAに指示します。

これらのキーワードはどのチャネルにも適用できます。

PERSONAL_NAMESマッピングテーブルプローブの構文は、次のとおりです。

personal_name | address

テンプレートで $Yフラグが設定されている場合、元の個人名は指定したテキストで置き
換えられます。

エイリアスファイルとエイリアスデータベースプ
ローブを指定する
キーワード: aliaslocal

通常、ローカルチャネル (UNIXの 1チャネル)に書き換えられるアドレスのみが、エイリ
アスファイルとエイリアスデータベースで検索されます。aliaslocalキーワードを
チャネルに使用すると、そのチャネルに書き換えられるアドレスも、エイリアスファイ
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ルとエイリアスデータベースで検索するようにできます。作成される検索プローブの形
式は、ALIAS_DOMAINSオプションで制御されます。

サブアドレスを処理する
キーワード: subaddressexact、subaddressrelaxed、subaddresswild

サブアドレスの概念の背景として、ネイティブと ims-msのチャネルでは +記号がアドレ
スのローカル部分 (メールボックスの部分)として解釈されます。特に、
name+subaddress@domainの形式のアドレスでは、MTAはプラス記号の後ろのメール
ボックス部分をサブアドレスとみなします。ローカルチャネルでは、サブアドレスを追
加の余分な情報とみなして、サブアドレスを考慮せず実際にアカウント名への配信を行
います。ims-msチャネルでは、サブアドレスを配信先のフォルダ名と解釈します。

また、サブアドレスはローカルチャネル (UNIXの Lチャネル)によるエイリアスの検索、
aliaslocalキーワードでマークされたすべてのチャネルによるエイリアスの検索、およ
びディレクトリチャネルによるメールボックスの検索に影響を与えます。これらの検索
に対するサブアドレスの処理については、設定可能です。アドレスをエントリと比較す
る場合、MTAでは必ず最初に完全一致の検索にサブアドレスを含むメールボックス全体
を確認します。追加のチェックを実行するかどうかは、設定可能です。

subaddressexactキーワードは、MTAにエントリの一致の確認中に、特別なサブアドレス
の処理を行わないように指示します。エイリアスが一致するとみなされるためには、サ
ブアドレスを含むメールボックス全体が一致しなければなりません。その他の比較 (特
に、ワイルドカードによる比較や、サブアドレスを削除した比較)は行われません。
subaddresswildキーワードは、MTAに、サブアドレスを含む完全な一致を検索した後、
「名前+*」の形式のエントリを検索するように指示します。subaddressrelaxedキーワー
ドはMTAに、完全一致と「名前+*」の形式の一致を検索した後、名前の部分のみの一致
を検索するように指示します。subaddressrelaxedでは、次の形式のエイリアスエントリ
が、名前か「名前+サブアドレス」に一致し、名前を新規の名前に、「名前+サブアドレ
ス」を「新規の名前+サブアドレス」に変換します。デフォルトのキーワードは
subaddressrelaxedです。

name: newname+*

このように、subaddresswildキーワードや subaddressrelaxedキーワードは、エイリアス
やディレクトリが使用されていて、ユーザーが任意のサブアドレスを使用してメールの
受信を希望する場合に便利です。これらのキーワードを使用することにより、アドレス
の各サブアドレスに独立のエントリを作成する必要がなくなります。

これらのキーワードは、ローカルチャネル (UNIXの Lチャネル)とディレクトリチャネ
ル、および aliaslocalキーワードでマークされたチャネルにかぎり使用できます。

標準のMessaging Server設定では、実際に subaddressrelaxedキーワード (ほかのキーワー
ドが明示的に使用されていない場合のデフォルト)を指定した Lチャネルでリレーしま
す。
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チャネル固有の書き換えルールチェックを有効に
する
キーワード: rules、norules

rulesキーワードは、MTAにこのチャネルにおけるチャネル固有の書き換えルールの
チェックを強制するように指示します。これがデフォルトです。norulesキーワードは、
MTAにこのチャネルをチェックしないように指示します。これらの 2つのキーワード
は、通常デバッグに使用され、実際のアプリケーションで使用されることはほとんどあ
りません。

ソースルートを削除する
キーワード: dequeue_removeroute

dequeue_removerouteキーワードは、メッセージがキューから取り出されると、エンベ
ロープの To:アドレスからソースルートを削除します。現在、このキーワードは tcp-*

チャネルだけに実装されています。ソースルートを正しく処理しないシステムに
メッセージを転送する場合に便利なキーワードです。

エイリアスからアドレスを指定する
キーワード: viaaliasoptional、viaaliasrequired

viaaliasrequiredは、チャネルに一致する最終受取人アドレスをエイリアスで作成する
ように指定するキーワードです。最終受取人アドレスとは、関連するエイリアス拡張を
行なった後で一致するアドレスです。アドレスを受取人アドレスとしてMTAに直接渡す
ことはできません。チャネルに書き換えただけでは十分ではないからです。チャネルに
書き換えた後で、本当にチャネルと一致したとみなされるよう、アドレスもエイリアス
から展開する必要があります。

viaaliasrequiredキーワードは、たとえば、ローカルチャネルで、任意のアカウント
(UNIXシステム上の任意のネイティブ Berkeleyメールボックスなど)への配信を防ぐため
に使用できます。

デフォルトは viaaliasoptionalであり、そのチャネルに一致する最終受取人アドレスは
エイリアスで作成する必要がありません。
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ヘッダー処理を設定する
この節ではヘッダーとエンベロープ情報を扱うキーワードを説明します。この章には、
次の節があります。

� 399ページの「埋め込まれたヘッダーを書き換える」
� 399ページの「メッセージヘッダー行を選択して削除する」
� 400ページの「X-Envelope-toヘッダー行を生成するまたは削除する」
� 401ページの「日付表示を 2桁から 4桁に変換する」
� 401ページの「日付の曜日を指定する」
� 402ページの「長いヘッダー行を自動分割する」
� 402ページの「ヘッダーの配置と折り返し」
� 403ページの「ヘッダーの最大長を指定する」
� 403ページの「機密度チェック」
� 403ページの「ヘッダーのデフォルト言語を設定する」

埋め込まれたヘッダーを書き換える
キーワード: noinner、inner

ヘッダー行の内容は必要なときにだけ解釈されます。ただし、メッセージの中に
メッセージを埋め込むことができる能力 (メッセージ /RFC822)があるために、MIME
メッセージには複数のメッセージヘッダーが含まれていることもあります。通常、MTA
は一番外側のメッセージヘッダーだけを解釈し、書き換えます。オプションとして、
メッセージの内部ヘッダーに書き換えルールを適用するように指示することも可能で
す。

この動作は、noinnerおよび innerキーワードを使用して制御できます。キーワード
noinnerは、内部ヘッダー行を書き換えないようにMTAに指示するものです。デフォル
トでは、このキーワードが使用されます。キーワード innerは、メッセージをパースし
て、内部ヘッダーを書き換えるようにMTAに指示します。これらのキーワードはどの
チャネルにも適用できます。

メッセージヘッダー行を選択して削除する
キーワード:
headertrim、noheadertrim、headerread、noheaderread、innertrim、noinnertrim

MTAには、メッセージから特定のメッセージヘッダー行をトリミングする (取り除く)、
チャネル単位の機能があります。これは、チャネルキーワードと関連する 1つまたは 2つ
のヘッダーオプションファイルの組み合わせによって行われます。ヘッダーオプション
ファイルの形式については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「Header Option Files」を参照してください。
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headertrimキーワードは、元のメッセージヘッダーが処理されたあとで、そのチャネル
に関連しているヘッダーオプションファイルを参照して、その宛先チャネルのキューに
入れられているメッセージのヘッダーをトリムするようMTAに指示します。
noheadertrimキーワードは、ヘッダートリミングを行いません。デフォルトは
noheadertrimキーワードです。

innertrimキーワードは、埋め込まれたMESSAGE/RFC822部分のような、内部メッセー
ジ部分にヘッダートリミングを実行するようMTAに指示します。noinnertrimキーワー
ドはデフォルトで、内部メッセージ部分のどのヘッダーにもトリミングを実行しないよ
うMTAに指示します。

headerreadキーワードは、元のメッセージヘッダーが処理される前に、そのチャネルに
関連しているヘッダーオプションファイルを参照して、そのソースチャネルによって
キューに入れられているメッセージのヘッダーをトリムするようMTAに指示します。一
方、headertrimヘッダートリミングはメッセージが処理されたあとに適用され、ソース
チャネルではなく宛先チャネルになります。noheaderreadキーワードは、キューに
入っているヘッダーのトリミングを行いません。noheaderreadがデフォルトです。

headeromitおよび headerbottomキーワードとは異なり、headertrimおよび headerread

キーワードはどのチャネルにも適用できます。ただし、重要なヘッダー情報をメッセー
ジから取り除くとMTAが正常に動作しなくなることもあるので、注意してください。取
り除くヘッダーまたは制限するヘッダーを選ぶ際には、十分な配慮が必要です。この機
能があるのは、特定のヘッダー行を取り除いたり、制限したりしなければならないよう
な状況が発生することがあるからです。

注意 –ヘッダー情報をメッセージから取り除くと、MTAが正常に動作しなくなることもあ
ります。取り除くヘッダーまたは制限するヘッダーを選ぶ際には、配慮が必要です。こ
れらのキーワードは、特定のヘッダー行を取り除いたり、制限したりしなければならな
いような稀な状況で指定します。ヘッダー行を取り除く前に、そのヘッダー行の用途を
十分に理解し、それを取り除いた場合の結果を考慮してください。

headertrimおよび innertrimキーワードのヘッダーオプションファイルには
channel_headers.optという形式の名前があります。この channelには、ヘッダーオプ
ションファイルが関連付けられているチャネルの名前が入ります。同じよう
に、headerreadキーワードのヘッダーオプションファイルには、
channel_read_headers.optの形式の名前があります。これらのファイルはMTAの設定
ディレクトリ (instance_root/imta/config/)に保存されます。

X-Envelope-toヘッダー行を生成するまたは削除す
る
キーワード: x_env_to、nox_env_to
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x_env_toおよび nox_env_toキーワードは、特定のチャネルのキューに入れられた
メッセージのコピーに X-Envelope-toヘッダー行を生成するかどうかを制御します。
singleキーワードでマークされているチャネルでは、x_env_toはこれらのヘッダーの生
成を有効にし、nox_env_toはキュー内のメッセージからこれらのヘッダーを削除しま
す。デフォルトは nox_env_toです。

x_env_toキーワードには、有効にするための singleキーワードが必要です。

日付表示を2桁から4桁に変換する
キーワード: datefour、datetwo

オリジナルのRFC 822仕様では、メッセージヘッダーの日付フィールドに 2桁の年表示を
使用することが規定されています。これはあとでRFC 1123により 4桁に変更されまし
た。しかし、古いメールシステムの中には、4桁の日付を受け入れないものもあります。
また新しいメールシステムの中には、2桁の日付を受け入れなくなったものもあります。

注 –両方の形式を扱うことができないシステムは規格に違反しています。

datefourおよび datetwoキーワードは、MTAによるメッセージヘッダー内の日付フィー
ルド処理を制御するものです。datefourキーワードがデフォルトで、すべての年表示
フィールドを 4桁に展開するようにMTAに指示します。値が 50以下の 2桁の日付表示
フィールドには 2000が加えられ、50よりも大きいものには 1900が加えられます。

注意 – datetwoキーワードは、4桁の日付表示から先頭の 2桁を取り去るようにMTAに指
示します。これは、2桁の日付表示を要求する、標準に準拠していないメールシステムと
の互換性を提供する目的で行われます。その他の目的のために使用してはなりません。

日付の曜日を指定する
キーワード: dayofweek、nodayofweek

RFC 822仕様では、メッセージヘッダー内の日付フィールドにおいて、日付の前に曜日を
付けることができます。ただし、システムの中には曜日情報を受け入れられないものも
あります。そのため、ヘッダーに含めると便利な情報であるにもかかわらず、曜日情報
を含めないシステムもあります。

dayofweekおよび nodayofweekキーワードは、MTAによる曜日情報処理を制御するもので
す。dayofweekキーワードがデフォルトで、これは曜日情報を残し、曜日情報がない場合
にはその情報を月日/時間ヘッダーに追加するようMTAに指示します。
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注意 – nodayofweekキーワードは、月日/時間ヘッダーから先頭の曜日情報を取り除くよう
MTAに指示します。これは、この情報を適切に処理することができない、標準に準拠し
ていないメールシステムとの互換性を提供する目的で行われます。その他の目的のため
に使用してはなりません。

長いヘッダー行を自動分割する
キーワード: maxheaderaddrs、maxheaderchars

メッセージ転送形式、特に sendmailの実装の中には、長いヘッダー行を適切に処理でき
ないものがあります。これは、ヘッダーが破壊されるだけでなく、誤ったメッセージ拒
否の原因になりがちです。これは重大な規格違反ですが、よく発生する問題です。

MTAには、長いヘッダー行を複数の独立したヘッダー行に分割するチャネルごとの機能
があります。maxheaderaddrsキーワードは、1行に表示できるアドレスの数を制御しま
す。maxheadercharsキーワードは、1行に表示できる文字数を制御します。どちらのキー
ワードにも、限度を指定する 1つの整数引数が必要です。デフォルトでは、ヘッダー行
の長さもアドレスの数も制限されていません。

ヘッダーの配置と折り返し
キーワード: headerlabelalign、headerlinelength

headerlabelalignキーワードは、このチャネルのキューに入れられたメッセージ
ヘッダーの配置ポイントを制御するものです。整数値の引数をとります。配置ポイント
とは、ヘッダーの内容を揃えるためのマージンです。たとえば、配置ポイントが 10の
ヘッダー行は次のようになります。

To: joe@siroe.com

From: mary@siroe.com

Subject: Alignment test

デフォルトの headerlabelalignは 0で、ヘッダーは揃えられません。headerlinelength

キーワードは、このチャネルのキューに入れられたメッセージヘッダー行の長さを制御
します。これよりも長い行は、RFC 822の折り返しルールに基づいて折り返されます。

これらのキーワードは、メッセージキュー内にあるメッセージのヘッダー形式を制御す
るだけのものです。実際のヘッダーの表示は、通常、ユーザーエージェントによって制
御されます。さらに、ヘッダーはインターネットを転送されるときに何度もリフォー
マットされるため、メッセージヘッダーをフォーマットしない単純なユーザーエー
ジェントといっしょに使用された場合には、これらのキーワードの効果が見られないこ
ともあります。
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ヘッダーの最大長を指定する
キーワード: maxprocchars

たくさんのアドレスを含む長いヘッダー行の処理には、多くのシステムリソースを費や
すことがあります。maxproccharsキーワードは、MTAが処理して書き換えることができ
るヘッダーの最大長を指定するために使用されます。これよりも長いヘッダーを持つ
メッセージも受け入れられて配信されますが、異なる点は、長いヘッダー行は書き換え
られないということです。このキーワードには、1つの整数引数を伴います。デフォルト
では、どのような長さのヘッダーも処理されます。

機密度チェック
キーワード: sensitivitynormal、sensitivitypersonal、sensitivityprivate、
sensitivitycompanyconfidential

機密度チェックのキーワードは、チャネルが受け入れられる機密度の上限を設定するも
のです。デフォルトは sensitivitycompanyconfidentialで、どの機密度レベルのメッセー
ジも通過を許されます。Sensitivity:ヘッダーのないメッセージは、通常のメッセージ、つ
まり、機密度の最も低いメッセージとみなされます。このようなキーワードで指定され
た機密度よりも高い機密度が指定されたメッセージがチャネルのキューに入れられる
と、次のようなエラーメッセージが表示され、拒否されます。

message too sensitive for one or more paths used

(使用されている 1 つ以上のパスに対してメッセージの機密度が高すぎる)

MTAでは、受取人ごとではなく、メッセージごとに機密度のチェックが行われます。1
人の受取人の宛先チャネルが機密度チェックに失敗した場合、そのチャネルに関連付け
られた受取人だけでなく、すべての受取人のメッセージがバウンスされます。

ヘッダーのデフォルト言語を設定する
キーワード: language

ヘッダーのエンコードされた単語には、特定言語を含ませることが可能です。デフォル
トの言語は、languageキーワードで指定されます。
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添付とMIME処理
この節では添付とMIME処理を扱うキーワードを説明します。この章には、次の節があ
ります。

� 404ページの「Encodingヘッダー行を無視する」
� 404ページの「メッセージあるいは部分メッセージの自動再組み立て」
� 405ページの「大きなメッセージの自動断片化」
� 406ページの「メッセージ行の長さを制限する」

Encodingヘッダー行を無視する
キーワード: ignoreencoding、interpretencoding

MTAは、Yes CHARSET-CONVERSIONを使用して、さまざまな非標準のメッセージ形式を
MIMEに変換することができます。特に、RFC 1154形式では非標準の Encoding:ヘッダー
行が使用されます。しかし、ゲートウェイの中には、ヘッダー行に対して誤った情報を
出すものもあり、その結果、このヘッダー行を無視したほうがいい場合もあります。
ignoreencodingキーワードは、Encoding:ヘッダー行をすべて無視するようにMTAに指
示します。

注 –MTAの CHARSET-CONVERSIONが有効になっていないかぎり、このようなヘッダーはい
ずれにしても無視されます。interpretencodingキーワードは、特にほかの設定が行われ
ている場合を除き、MTAにすべての Encoding:ヘッダー行に注目するように指示しま
す。これはデフォルトです。

メッセージあるいは部分メッセージの自動再組み
立て
キーワード: defragment、nodefragment

MIME規格には、メッセージをより小さな部分に分割するためのmessage/partialコンテン
ツタイプがあります。これはメッセージがサイズ制限のあるネットワークを通過する場
合、または信頼性の低いネットワークを通過する場合に便利です。メッセージの断片化
により、ある種の「チェックポイント」が提供され、メッセージの転送中にネットワー
クエラーが発生した場合でも、操作の不要な繰り返しを防ぐことができます。メッセー
ジが宛先に到着したときに自動的に再組み立てが行われるように、それぞれの部分に情
報が含まれています。

MTAでは、defragmentチャネルキーワードと再組み立てチャネルを使うことによって、
メッセージの再組み立てを行うことができます。チャネルが defragmentでマークされて
いれば、このチャネルのキューに入れられる部分メッセージはすべて、代わりに再組み
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立てチャネルのキューに入れられます。すべての部分が到着したら、メッセージは再構
築されて本来の宛先に送られます。nodefragmentは、このような特別な処理を無効にす
るものです。デフォルトのキーワードは nodefragmentです。

再組み立てチャネルの保持時間
再組み立てチャネルのキューにあるメッセージは、一定の時間だけ保持されます。最初
の非配信通知が送信されるまでの時間の半分が経過すると、メッセージの各部が再組み
立てされないまま送信されます。この時間の値を選択すると、再組み立てチャネルの
キューにあるメッセージについて非配信通知が送信されなくなります。

noticesチャネルキーワードは、非配信通知を送信するまでの時間を指定します。した
がって、メッセージを断片のまま送信するまでの保持時間も指定します。noticesキー
ワードの値は、再組み立てのためにメッセージを保持する期間の 2倍に設定してくださ
い。たとえば、noticesの値を 4にすると、メッセージの断片は 2日間保持されます。

defragment notices 4

DEFRAGMENT-DAEMON

大きなメッセージの自動断片化
キーワード: maxblocks、maxlines

電子メールシステムまたはネットワーク転送形式の中には、特定のサイズを超える
メッセージを処理できないものがあります。MTAには、チャネルごとにそのような制限
を課す機能があります。設定されたサイズよりも大きなメッセージは自動的に複数の、
より小さなメッセージに分割 (断片化)されます。このような断片に使用されるコンテン
ツタイプは message/partialで、同じメッセージの各部分が互いに関連付けられ、受信先
のメーラーによって自動的に再組み立てされるように固有 IDの引数が付け加えられま
す。

maxblocksと maxlinesキーワードは、自動断片化の対象となるサイズ制限枠を課すために
使用されます。これらのキーワードの後ろには 1つの整数値が続きます。maxblocksキー
ワードは、1つのメッセージに許可するブロックの最大数を指定します。1つのMTAブ
ロックは通常 1024バイトで、これはMTAオプションファイルにある BLOCK_SIZEオプ
ションを使用して変更することができます。maxlinesキーワードは、1つのメッセージに
許可する最大行数を指定します。これらの 2つの制限は、必要に応じて同時に課すこと
ができます。

メッセージヘッダーは、ある程度メッセージのサイズに含まれています。メッセージ
ヘッダーを複数のメッセージに分割することはできないにもかかわらず、それ自体が指
定されたサイズ制限を超えてしまうこともあるので、メッセージヘッダーのサイズを管
理するためにかなり複雑な仕組みが使われます。この論理は、MTAオプションファイル
にある MAX_HEADER_BLOCK_USEと MAX_HEADER_LINE_USEオプションによって制御されます。

MAX_HEADER_BLOCK_USEは、0から 1までの間の実数を指定するために使用されます。デ
フォルト値は 0.5です。この場合、メッセージのヘッダーは、(maxblocksキーワードで指
定された) 1つのメッセージが占めることができる合計のブロック数の半分を占めること
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ができます。メッセージヘッダーがそれより大きい場合、MTAは MAX_HEADER_BLOCK_USE

と maxblocksの積をヘッダーのサイズとしてとります (実際のヘッダーサイズと maxblocks

* MAX_HEADER_BLOCK_USEのどちらか小さい方がヘッダーサイズとみなされる)。

たとえば、maxblocksが 10で MAX_HEADER_BLOCK_USEがデフォルトの 0.5である場合、5ブ
ロックより大きいメッセージヘッダーは 5ブロックのヘッダーとして取り扱われ、
メッセージのサイズが 5あるいはそれ以下のブロックの場合、断片化されません。0を指
定すると、メッセージのサイズ制限をあてはめる場合にヘッダーは無視されます。

1を指定すると、利用可能なサイズのすべてをヘッダーに使うことができます。それぞれ
の断片は、サイズ制限を超えたかどうかにかかわらず、常に最低 1行のメッセージ行を
含みます。MAX_HEADER_LINE_USEおよび maxlinesキーワードも、同様に動作します。

メッセージ行の長さを制限する
キーワード: linelength

SMTP仕様では、1000バイトまでのテキスト行が許可されています。しかし、転送形式
の中には、行長に制限を課すものもあります。linelengthキーワードは、チャネルごと
に許される最大のメッセージ行の長さを制限する仕組みを提供します。特定のチャネル
のキューに入れられたメッセージの中で、そのチャネルに指定された行長を超える
メッセージは自動的にエンコードされます。

MTAにはさまざまなエンコーディング方式が用意されており、エンコーディングの結
果、行長は常に 80バイト以下になります。エンコーディングが行われた元のメッセージ
は、適切なデコーディングのフィルタを通すことによって元の状態に戻すことができま
す。

注 –エンコーディングは、行長を 80バイトより短くするだけです。行長に 80バイトより
短い値を指定しても、指定された制限より短い行にできるとはかぎりません。

linelengthキーワードでは、データのエンコーディングによって転送用に「ソフト」改
行が実行されます。エンコーディングは、通常受信側でデコードされるため、元の長い
行が復元されます。「ハード」改行については、表 13–7の「Record, Text」を参照してく
ださい。

メッセージの制限、制限容量、受取人、認証の試行
この節では、メッセージのサイズ制限、ユーザー制限容量、権限を設定するキーワード
について説明します。この章には、次の節があります。

� 407ページの「認証の試行失敗回数の制限」
� 407ページの「絶対的なメッセージサイズ制限を指定する」
� 408ページの「サイズまたは受取人数の制限を超えるメッセージを再ターゲット化す
る」
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� 410ページの「制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する」
� 410ページの「1000文字を超える行を含む SMTPメールを処理する」
� 410ページの「General Content-type、Filename Content-type、およびContent-disposition
パラメータの長さを制御する」

� 411ページの「メッセージの受取人を制限する」
� 411ページの「ヘッダーのサイズを制限する」

認証の試行失敗回数の制限
キーワード: disconnectbadauthlimit

このキーワードを使用すると、1つのセッションで許可される認証の試行失敗の回数を制
限できます。この回数に達するとセッションの接続は切断されます。このオプションの
デフォルト値は 3です。

絶対的なメッセージサイズ制限を指定する
キーワード: blocklimit、noblocklimit、linelimit、nolinelimit、sourceblocklimit

メッセージは断片化によって自動的に小さな部分に分割されますが、場合によっては、
管理者が指定した制限より大きいメッセージを拒否しなければならないこともあります
(たとえば、サービス拒否攻撃を回避するためなど)。

blocklimit、linelimit、および sourceblocklimitキーワードは、絶対的なサイズ制限を
実施するために使用されます。これらのキーワードの後ろには、それぞれ 1つの整数値
が必要です。

blocklimitキーワードは、1つのメッセージに許可するブロックの最大数を指定します。
MTAは、これよりも多いブロックを含むメッセージがチャネルのキューに入れられるの
を拒否します。1つのMTAブロックは通常 1024バイトで、これはMTAオプション
ファイルにある BLOCK_SIZEオプションを使用して変更することができます。

sourceblocklimitキーワードは、着信メッセージに許可するブロックの最大数を指定し
ます。MTAは、これよりも多いブロックを含むメッセージがチャネルのキューに入れら
れるのを拒否します。つまり、blocklimitは宛先チャネルに、sourceblocklimitはソー
スチャネルに適用されます。1つのMTAブロックは通常 1024バイトで、これはMTAオ
プションファイルにある BLOCK_SIZEオプションを使用して変更することができます。

ソースブロック制限を、差出人ごとに指定することもできます。MTAオプション
LDAP_SOURCEBLOCKLIMITを使用してユーザー LDAP属性を指定し、この属性を差出人の
LDAPエントリに追加します。ソースブロック制限は差出人のドメイン単位でも指定でき
ます。この場合は、MTAオプション LDAP_DOMAIN_ATTR_SOURCEBLOCKLIMITを使用してドメ
イン LDAP属性を指定し、この属性を差出人のドメイン LDAPエントリに追加します。上
記のどちらの場合にも、デフォルト値は設定されていません。
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linelimitキーワードは、1つのメッセージに許可する最大行数を指定します。MTAは、
この数以上の行を含むメッセージがチャネルのキューに入れられるのを拒否します。
blocklimitキーワードと linelimitキーワードは、必要に応じて同時に指定することがで
きます。

同じ制限をすべてのチャネルに課すためには、LINE_LIMITおよび BLOCK_LIMITオプション
を使用します。これらの制限は、すべてのチャネルに適用できるという利点がありま
す。したがって、MTAサーバーは、メッセージ受信情報を得る前に、それをメールクラ
イアントに知らせることができます。この効果によって、メッセージ拒否の処理を簡略
化できるプロトコルもあります。

nolinelimitおよび noblocklimitチャネルキーワードはデフォルトであり、LINE_LIMITや
BLOCK_LIMITMTAオプションで適用されている全体的な制限以外の制限がないことを意味
します。

サイズまたは受取人数の制限を超えるメッセージ
を再ターゲット化する
キーワード: alternatechannel、alternateblocklimit、alternatelinelimit、
alternaterecipientlimit

MTAでは、受取人数、サイズ、または行数の指定制限を超えるメッセージを別の宛先
チャネルに再ターゲットできます。これは alternatechannel、alternateblocklimit、
alternatelinelimit、および alternaterecipientlimitのチャネルキーワードのセットで
実装されます。これらのキーワードは、任意の宛先チャネルに指定できます。
alternatechannelキーワードは、使用する代替チャネルの名前を指定する単一の引数を
とります。これ以外のキーワードはそれぞれ、対応するしきい値を指定する整数の引数
を受け入れます。これらのしきい値のいずれかを超えるメッセージは、元の宛先チャネ
ルではなく、代替チャネルのキューに保管されます。

次のチャネルブロックの例では、tcp_localチャネルからインターネットに送信されるは
ずだった 5,000ブロックを超える大きなメッセージが tcp_bigチャネルから送信されてい
ます。

tcp_local smtp ...other keywords... alternatechannel tcp_big alternateblocklimit 5

tcp-daemon

tcp_big smtp ...rest of keywords...
tcp-big-daemon

次に、alternate*チャネルキーワードの使用例を示します。

� 大きなメッセージを後でまたは時間外に配信する場合は、alternatechannel (たとえば
tcp_big)を実行する時間が指定できます。
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その方法の 1つは、imsimta qmユーティリティーの STOP channel_nameコマンドおよび
START channel_nameコマンドを使用することです。ジョブコントローラによって実行
されるカスタムな定期的ジョブまたは cronジョブを介して、これらのコマンドを定期
的に実行します。

� ジョブコントローラで大きなメッセージや受取人の多いメッセージを専用のプールで
処理する場合は、alternatechannelも使用できます。

小さなメッセージや受取人の少ないメッセージは、大きなメッセージや受取人の多い
メッセージと分離できます (後者はリモート SMTPサーバーでの処理と受け入れに時
間がかかることがあるため)。大きなメッセージのせいで小さなメッセージの配信が
遅れるのを避けたい場合は分離します。

ジョブコントローラによる通常のメッセージスケジュールおよびスレッドやプロセス
へのメッセージの割り当ては、ほとんどの構成で受け入れられます。

� 大きなメッセージや受取人の多いメッセージに対してTCP/IPチャネルのタイムアウ
ト値を特別に指定する場合は、alternatechannelを使用できます。

特に、TCP/IPチャネルのタイムアウト値を設定すると、大きなメッセージや受取人の
多いメッセージを受信するのに非常に長い時間を要するリモートホストにメッセージ
を送信する場合に役立ちます。

ただし、ほとんどの構成にはデフォルトの自動のタイムアウト調整で十分です。デ
フォルト値を調整することはあっても、特別なチャネルを使用する必要はありませ
ん。詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』で STATUS_DATA_RECV_PER_ADDR_TIMEおよび
STATUS_DATA_RECV_PER_BLOCK_TIMEの各チャネルオプションを参照してください。

� 特に大きなメッセージに対してMIMEメッセージの断片化を特別に設定する場合は、
alternatechannelおよび alternateblocklimitチャネルキーワードを maxblocksチャネ
ルキーワードとともに使用できます。

指定したサイズを超えるメッセージを断片化する場合は、通常、指定したい
maxblocksサイズを通常使用する送信TCP/IPチャネルに設定します。maxblocks

チャネルキーワードは、通常、断片化が実行されるしきい値でもあり、各断片のサイ
ズでもあります。

しかし、しきい値トリガーを大きくし、実際の断片を小さくする場合は、送信TCP/IP
チャネルに対して alternatechannelおよび alternateblocklimitを使用できます。そ
の後、代替チャネルに対して maxblockサイズを使用し、指定サイズを超えたメッセー
ジを断片化できます。

� alternatechannelを特別なフィルタ処理とともに使用することができます。たとえ
ば、受取人が多いメッセージがスパムである可能性に備えてより慎重な検査が必要な
場合です。送信チャネルに基づいて、別のフィルタ処理を行うことができます (415
ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」の
destinationfilterチャネルキーワードを参照)。
変換チャネルを介して比較的多くのリソースを必要とするスキャン (ウィルスフィル
タ処理など)を実行している場合、非常に大きなメッセージによってリソース問題が
生じる可能性があります。この場合は、代替変換チャネルを使用できます。または、
送信チャネルに基づいて、通常の変換チャネル内で特別な変換処理を行います。
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� 大きな送信メッセージを専用のチャネルから送信する場合は、alternatechannelを使
用できます。これを使用すると、mail.log*ファイルやカウンタ表示を分析したとき
に、大きな送信メッセージが見つけやすくなります。

さらに、大きなメッセージを専用のチャネルで処理すると、配信統計を慎重に分析す
る場合に役立ちます。リモート SMTPホストに送信された大きなメッセージや受取人
の多いメッセージは処理に時間がかかるため、標準メッセージとは別の配信統計が作
成されるからです。

制限容量超過ユーザーへのメール配信を処理する
キーワード: holdexquota、noexquota

noexquotaおよび holdexquotaキーワードは、Berkeleyメールボックスユーザー (UNIX)宛
のメッセージの処理を制御します。ここでいうユーザーとは、ディスク制限容量を超過
していて、ネイティブチャネルのユーザー IDに配信されたユーザーを指します。

noexquotaはMTAに、制限容量を超過したユーザー宛のメッセージを、差出人に返送す
るように指示します。holdexquotaはMTAに、制限容量超過ユーザー宛のメッセージを
保留にするように指示します。これらのメッセージは、配信可能になるまで、またはタ
イムアウトになってメッセージ返送ジョブによって返送されるまで、MTAキュー内に保
持されます。

1000文字を超える行を含む SMTPメールを処理す
る
キーワード: rejectsmtplonglines、wrapsmtplonglines、truncatesmtplonglines

rejectsmtplonglinesは、SMTPで許可されている 1000文字 (CRLFを含む)を超える行を
含むメッセージを拒否するオプションを追加します。この領域のほかのオプションは
wrapsmtplonglinesと truncatesmtplonglinesです。wrapsmtplonglinesは長すぎる行を折り
返し、truncatesmtplonglinesは長すぎる行を切り捨てます。デフォルトは
truncatesmtplonglinesです。これらのキーワードは両方とも、送信に最初に使用された
チャネル (tcp_localなど)に適用される必要があります。その後切り替えられるチャネル
には影響はありません。

General Content-type、FilenameContent-type、お
よびContent-dispositionパラメータの長さを制御
する
キーワード: parameterlengthlimitおよび nameparameterlengthlimit
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parameterlengthlimitは、general content-typeおよび content-dispositionパラメータが切り
捨てられる位置を制御します。デフォルト値は 1024です。nameparameterlengthlimit

は、name content-typeおよび filename content-dispositionパラメータが切り捨てられる位置
を制御します。デフォルト値は 128です。メッセージ上でMIME処理が実行されていな
い場合、もっとも外側のメッセージヘッダーのみが処理されるので注意してください。
MIME処理は、innerキーワードや文字セット変換の使用、そのほかさまざまな方法で有
効化できます。

メッセージの受取人を制限する
キーワード: recipientlimitおよび recipientcutoff

recipientlimitは、メッセージが受け付ける受取人の合計アドレス数を指定します。
recipientcutoffは、MTAに対して提示された受取人の合計数を指定した値と比較しま
す。値が制限を超えた場合、配信のためのメッセージは受け付けられません。これらの
キーワードは両方とも、1つの整数引数を受け入れます。対応するチャネルキーワードが
設定されていない場合、これらのデフォルトは無限大です。

受取人の制限を、差出人または差出人のドメインに設定することもできます。このため
には、適切なMTAオプションを使用してユーザー LDAP属性を指定し、その属性を差出
人のユーザーエントリまたはドメインエントリに追加します。適切なMTAオプションに
は LDAP_RECIPIENTLIMIT、LDAP_RECIPIENTCUTOFF、LDAP_DOMAIN_ATTR_RECIPIENTLIMIT、
LDAP_DOMAIN_ATTR_RECIPIENTCUTOFFがあります。

ヘッダーのサイズを制限する
キーワード: headerlimit

プライマリ (もっとも外側の)メッセージヘッダーの最大サイズを制限します。この制限
に達すると、プライマリメッセージヘッダーはそのまま切り捨てられます。グローバル
MTAオプション HEADER_LIMITが設定されている場合、このチャネルレベルの制限よりも
優先されます。デフォルトでは制限なしです。

MTAキュー領域でのファイル作成
この節では、MTAキュー領域でのファイル作成を指定してディスクリソースを制御する
キーワードを説明します。この章には、次の節があります。

� 411ページの「複数のアドレスを処理する方法を制御する」
� 412ページの「複数のサブディレクトリにチャネルメッセージキューを拡散する」

複数のアドレスを処理する方法を制御する
キーワード: multiple、addrsperfile、single、single_sys
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MTAでは、キューに入れられたそれぞれのメッセージに複数の宛先アドレスを使用でき
るようになっています。チャネルプログラムの中には、1つの受取人を持つメッセージ、
限定された数の受取人を持つメッセージ、あるいは 1つのメッセージコピーにつき 1つの
宛先システムを持つメッセージしか処理できないものもあります。たとえば、SMTP
チャネルのマスタープログラムは、(1つのチャネルがすべての SMTPトラフィックのた
めに使用されるのにもかかわらず) 1つのトランザクションで 1つのリモートホストとの
接続を確立するため、そのホストへのアドレスのみが処理されます。

もう 1つの例として、SMTPサーバーの中には、一度に処理できる受取人の数を制限し、
このタイプのエラーを処理できないものもあります。

キーワード multiple、addrsperfile、single、single_sysは、複数のアドレスを処理する
方法を制御するために使用できます。singleキーワードは、各宛先アドレス用に
メッセージのコピーを 1つずつ作成するように指定します。tcp_*チャネル上での single

の使用は推奨されません。使用するとジョブコントローラがトラフィックを管理する方
法が変更され、通常の SMTP利用状況に対して適切でないためです。single_sysキー
ワードは、各宛先システム用にメッセージのコピーを 1つずつ作成します。multiple

キーワードは、デフォルトではチャネル全体のメッセージのコピーを 1つ作成します。

注 –どちらのキーワードを使用しても、メッセージがキューに入れられる各チャネルごと
に最低 1つずつメッセージのコピーが作成されることに注意してください。

addrsperfileキーワードは、チャネルのキューにある 1つのメッセージファイルに関連
付けられる受取人の最大数に制限を付けるために使用されます。これによって、1つの操
作で処理される受取人の数が制限されます。このキーワードは、1つのメッセージファイ
ルに許可する受取人アドレスの最大数を指定する 1つの整数引数を必要とします。この
数に達するとMTAは自動的にそれらを処理するために追加のメッセージファイルを作成
します。(一般に、デフォルトの multipleキーワードはメッセージファイル内の受取人数
を制限しないことを意味する。ただし SMTPチャネルのデフォルトは 99。)

複数のサブディレクトリにチャネルメッセージ
キューを拡散する
キーワード: subdirs

デフォルトでは、チャネルのキューに入れられたすべてのメッセージは、ディレクトリ
/imta/queue/channel-nameにファイルとして格納されます。この channel-nameはチャネル
の名前です。ただし、TCP/IPチャネルのように、たくさんのメッセージを処理し、処理
を待つメッセージファイルをたくさん格納しがちなチャネルの場合は、それらの
メッセージファイルを複数のサブディレクトリに拡散するようなファイルシステムを
使った方が処理能力が向上する可能性があります。この機能を提供するのが subdirs

チャネルキーワードです。チャネルのメッセージを拡散するサブディレクトリの数を指
定する整数を、このキーワードの後ろに付けます。次に例を示します。

tcp_local single_sys smtp subdirs 10

MTAキュー領域でのファイル作成
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セッションの制限を設定する
キーワード: disconnectbadcommandlimit、disconnectrecipientlimit、disconnectrejectlimit、
disconnecttransactionlimit

4つの新しいチャネルキーワードが提供する機能によって、SMTPサーバーは、いくつか
のエラーが検出されたあとにクライアントとの接続を切断されます。

disconnectrecipientlimit -セッションの受取人数を制限する。

disconnectrejectlimit -拒否される受取人数を制限する。

disconnecttransactionlimit -トランザクション数を制限する。

disconnectbadcommandlimit -不正なコマンド数を制限する。

これらはすべて、セッションの制限です。disconnectbadcommandlimit以外のすべての制
限は、MAILFROMまたはRSETコマンドの発行時にチェックされます。制限のどれかを
超えた場合、サーバーは 4xyエラーを発行して接続を切断します。
disconnectbadcommandlimitは、不正なコマンドの発行時にチェックされるという点だけ
が異なります。

ログ記録とデバッグを設定する
この節では、ログ記録とデバッグのキーワードについて説明します。

� 413ページの「ログ記録のキーワード」
� 414ページの「デバッグのキーワード」
� 414ページの「Loopcheckを設定する」

ログ記録のキーワード
キーワード: logging、nologging、logheader

MTAは、メッセージがキューに出し入れされるたびにログを作成することができます。
loggingおよび nologgingキーワードは、チャネルごとのメッセージログの作成を制御し
ます。デフォルト設定では、すべてのチャネルに対してログが作成されます。特定の
チャネルに対してログの作成を無効にするには、チャネル定義で loggingの代わりに
nologgingキーワードを設定します。

logheaderは、チャネル単位でMTAオプション LOG_HEADERよりも優先されます。値が 0
の場合 (デフォルト)、メッセージヘッダーのログ記録が無効になります。詳細は、『Sun
Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「Option File」を参照し
てください。

ログ記録については、第 21章を参照してください。

ログ記録とデバッグを設定する
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デバッグのキーワード
キーワード: master_debug、slave_debug、nomaster_debug、noslave_debug

チャネルプログラムによっては、デバッグ目的のためにより詳細な診断出力を生成する
オプションコードがあるものもあります。このチャネルごとのデバッグとの出力の生成
機能を有効にするためのチャネルキーワードには 2種類あります。master_debugキー
ワードはマスタープログラムのデバッグ出力を有効にし、slave_debugキーワードはス
レーブプログラムのデバッグ出力を有効にします。デフォルトでは両方のデバッグ出力
とも無効になっています (nomaster_debugおよび noslave_debugに設定)。

デバッグを有効にすると、デバッグ出力は各チャネルプログラムに関連付けられている
ログファイルに記述されます。ログファイルの場所は、プログラムによって異なりま
す。通常、ログファイルはログディレクトリに保存されます。マスタープログラムのロ
グファイル名は、通常 x_master.logの形式をとります。この xはチャネル名です。ま
た、スレーブプログラムのログファイル名は、通常 x_slave.logの形式をとります。

UNIXでは、master_debugと slave_debugが lチャネルに対して有効になっている場合
は、ユーザーはMTAデバッグ情報を含む imta_sendmail.log-uniqueidファイルを、現在
のディレクトリに受信できます (ディレクトリに書き込み権がある場合。書き込みがない
場合はデバッグにより stdoutに出力)。

Loopcheckを設定する
キーワード: loopcheck、noloopcheck

loopcheckキーワードは、MTAがMTA自身と通信しているかどうかを確認するために、
SMTPEHLO応答見出しに文字列を入れます。loopcheckが設定されている場合、SMTP
サーバーではXLOOP拡張がアドバタイズされます。

XLOOPをサポートする SMTPサーバーと通信する場合、MTAの SMTPクライアントによ
り、通知された文字列とMTAの値が比較され、クライアントが SMTPサーバーと通信し
ている場合は、メッセージがただちにバウンスされます。

その他のキーワード
この節では、その他のキーワードを説明します。この章には、次の節があります。

� 415ページの「チャネル動作のタイプ」
� 415ページの「pipeチャネル」
� 415ページの「メールボックスフィルタファイルの場所を指定する」
� 416ページの「スパムフィルタのキーワード」
� 417ページの「アドレス検証の後、かつアドレス拡張の前のルーティング」
� 420ページの「非請求の SMTP拡張のサポート」
� 420ページの「不正な RCPT TOアドレスに制限を設定する」

その他のキーワード
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プロセスチャネルのオーバーライド
キーワード: notificationchannel、dispositionchannel

これらのキーワードは、配信ステータス通知 (DSN)およびMessage DispositionNotification
(MDN)をそれぞれ最初にキューに入れるチャネルとして、プロセスチャネルよりも優先
されます。指定された名前のチャネルが存在しない場合、Messaging Serverはプロセス
チャネルの使用を再開します。

notificationchannelは、配信ステータス通知 (DSN)を最初にキューに入れるチャネルと
してプロセスチャネルよりも優先されます。指定された名前のチャネルが存在しない場
合、Messaging Serverはプロセスチャネルの使用を再開します。

dispositionchannelは、MDN (Message DispositionNotification)を最初にキューに入れる
チャネルとしてプロセスチャネルよりも優先されます。指定された名前のチャネルが存
在しない場合、Messaging Serverはプロセスチャネルの使用を再開します。

チャネル動作のタイプ
キーワード: submit

Messaging Serverは、RFC 2476のメッセージ送信プロトコルをサポートしています。
チャネルを送信専用に設定するには、submitキーワードを使用します。これは通常、特
別なポートで実行され、メッセージを送信する目的だけに使用される SMTPサーバーな
どのTCP/IPチャネルに便利です。RFC 2476では、このようなメッセージ送信に使用する
ためにポート 587を確立します。

pipeチャネル
キーワード: user

userキーワードは、pipeチャネルでどのユーザー名を実行するかを示すのに使用されま
す。

userの引数は、通常小文字に変換されますが、引数に引用符が付けられている場合は、
元の大文字と小文字が維持されます。

メールボックスフィルタファイルの場所を指定す
る
キーワード: filter、nofilter、channelfilter、
nochannelfilter、destinationfilter、nodestinationfilter、sourcefilter、nosourcefilter、fileinto、nofilein

その他のキーワード
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filterキーワードは、そのチャネル用のユーザーフィルタファイルの場所を指定するた
めに、ネイティブチャネルと ims-msチャネルに対して使用します。このキーワードは、
フィルタファイルの場所を示すURLを必要な引数としてとります。nofilterがデフォル
トで、ユーザーメールボックスフィルタがそのチャネルに対して有効にならないことを
示します。

一般的なMTAチャネルにチャネルレベルのフィルタを指定するには、受信と送信の
メッセージに対してそれぞれ sourcefilterと destinationfilterのキーワードを使用しま
す。これらのキーワードは、チャネルフィルタファイルの場所を示すURLを引数として
とります。nosourcefilterと nodestinationfilterがデフォルトで、チャネルのどちらの
方向にもチャネルメールボックスフィルタが無効になります。

旧バージョンの channelfilterキーワードと nochannelfilterキーワードは、それぞれ
destinationfilterと nodestinationfilterと同義です。

fileintoキーワードは、現在 ims-msチャネルおよび LMTPチャネルに対してのみサポー
トされており、fileintoメールボックスフィルタ演算子が適用された場合、アドレスを
どのように変更するかを指定します。ims-msチャネルの場合、通常の使用方法は次のと
おりです。

fileinto $U+$S@$D

上の例では、最初のサブアドレスの代わりに、フォルダ名をサブアドレスとして元のア
ドレスに挿入するように指定しています。

LMTPチャネルの場合、通常の使用方法は次のとおりです。

fileinto@$4O:$U+$S@$D

この $4Oは、数字の 4と大文字のOです。数字の 0ではありません。

スパムフィルタのキーワード
キーワード: destinationspamfilterXoptin、sourcespamfilterXoptin

destinationspamfilterXoptinは、このチャネル宛のすべてのメッセージがフィルタリン
グソフトウェアXを介して実行されることを指定します。(フィルタリングソフトウェア
Xは、option.datの spamfilterX_libraryで定義される。)キーワードのあとにはフィル
タパラメータが続き、使用できるパラメータはフィルタ処理プログラムによって異なり
ます。

sourcespamfilterXoptinは、このチャネルから発信されるすべてのメッセージがフィルタ
リングソフトウェアXを介して実行されることを指定します。(フィルタリングソフト
ウェアXは、option.datの spamfilterX_libraryで定義される。)キーワードのあとには
システム全体のデフォルトパラメータが続き、使用できるパラメータはフィルタ処理プ
ログラムによって異なります。switchchannelが有効な場合、このキーワードは
switched-toチャネルに入れられます。

その他のキーワード
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これらのキーワードの使用方法の詳細については、462ページの「チャネルレベルの
フィルタ処理を指定するには」を参照してください。

アドレス検証の後、かつアドレス拡張の前のルー
ティング
キーワード: aliasdetourhost

aliasdetourhostを使用すると、ホストしているユーザーの mailHost属性値にソース
チャネル固有の優先順位を与えられます。特に、aliasdetourhostは、ある種の処理のた
めに別々のホストに送られるローカル (このシステムでホストされている)ユーザー宛の
メッセージのルーティングにおいて「迂回経路」を確保するために一般的に使用されて
います。メッセージは元のホストで検証されて (アドレスが正しいローカルアドレスであ
るかどうか)、迂回経路で処理ホストに送信され、再び元のホストに返送されて拡張およ
び配信されます。

aliasdetourhostは、よりよい設定を実現し、「中間フィルタ」タイプのチャネルおよび
サードパーティーのフィルタリングホストを使用可能にします。aliasdetourhost は通
常、代替変換チャネルに追加して使用されます。aliasdetourhostは、ローカル (このシ
ステムでホストされている)ユーザー宛のルーティングに適用されますが、代替変換
チャネルはリモートの受取人宛てのルーティングに適用されます。

aliasdetourhostの引数は、ホスト名またはドメイン名か、ホストおよびドメインの仕様
です。(書き換えルールでは、ホスト名、IPリテラルアドレス、およびチャネルタグの処
理が可能で、これらは黙示的にホスト名とみなされることに注意。)このキーワードを
ソースチャネルで指定すると、LDAPに保存されたアドレスのエイリアス展開が、メール
ホスト情報がチェックされるよりも前に (変換タグ情報の処理のあと)停止します。この
とき、メッセージは aliasdetourhostの値に送信されてアドレスの処理は正常に完了して
いますが、エイリアス展開は実行されておらず、なおかつアドレス検証は完了済みで
す。

変換チャネルのフィルタ処理に関するさまざまな問題を回避するための aliasdetourhost

の使用例を次に示します。システムは、フロントエンドMTAとバックエンドメールスト
アから構成されているとします。ユーザーは、配信オプションを forwardおよび mailbox

に設定しています。MTAは、ウィルス/スパム防止システム用に代替変換チャネルを使用
します。このユーザー宛てにメッセージが到着すると、MTAエイリアスは展開され、
ローカルとリモートに受取人を 1人ずつ作成します。リモートの受取人のコピーは直接
送信されます。一方、ローカルの受取人のコピーは、変換チャネルに送信されてス
キャンされ、返送されます。次に、2回目のエイリアス展開が行われて、リモートの受取
人に対して 2つ目のコピーが作成され、ローカルの受取人のコピーは通常どおり配信さ
れます。最終結果:リモートの受取人には 2つのコピー、ローカルの受取人には 1つのコ
ピーが送信されます。

ローカルにホストされているユーザーに代替変換チャネルを使用せずに (ただし、場合に
よっては他の受取人に対して代替変換チャネルを使用して)、aliasdetourhostを使用する
チャネルを使うと、次のことが可能になります。

その他のキーワード
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� メッセージの受け入れ
� 外部のスパム/ウィルスフィルタへのメッセージのルーティング
� アドレス拡張および配信のためのメッセージの再受け付け

例 1:

MTAとは別のホストでサードパーティー製のスキャナが動作していると想定します。次
の例では、偽の重複エントリを作成しなくてもユーザーエントリの転送が可能であり、
なおかつメッセージを受け入れる前に受取人アドレスの検証を実行する機能は保持され
ています。

1. 新しいチャネル tcp_scannerを作成します。

作成したチャネルに daemonキーワードを設定し、使用するフィルタ処理システムを指
定します。さらに、チャネルに enqueue_removerouteを追加します。tcp_scanner

チャネルは、imta.cnf内で次のようになります。

tcp_scanner smtp mx single_sys subdirs 20 noreverse maxjobs 7

pool SMTP_POOL daemon my_a-v_filter.siroe.com enqueue_removeroute

tcp_scanner-daemon

2. スキャンするすべてのソース tcpチャネルの tcp_localに aliasDetourHost

tcp_scanner-daemonを追加します。スキャンの対象となる tcpチャネルには、
tcp_local、tcp_submit、tcp_intranet、tcp_authなどがあります。次に、tcp_local

と tcp_submitの例を示します。

! tcp_local

tcp_local smtp mx single_sys remotehost inner switchchannel

identnonenumeric subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL maytlsserver

maysaslserver saslswitchchannel tcp_auth missingrecipientpolicy 0

aliasdetourhost tcp_scanner-daemon

tcp-daemon

! tcp_submit

tcp_submit submit smtp mx single_sys mustsaslserver maytlsserver

missingrecipientpolicy 4 aliasdetourhost tcp_scanner-daemon

tcp_submit-daemon

aliasdetourhostの引数 (tcp_scanner-daemon)は、新しいチャネル tcp_scannerの正規
のホスト名です。

3. スキャニングシステムから tcp_scannerチャネルを介して返送されるメッセージを受け
入れるように、書き換えルールを作成します。

[1.2.3.4] $E$R$U[1.2.3.4]@tcp_scanner-daemon

1.2.3.4は、スキャナシステムの IPアドレスです。
この書き換えルールを使用しない場合、メッセージはほかのいずれかの tcp*ソース
チャネルを介して送信されます。すべてのメッセージには aliasdetourhostが含まれる
ため、メッセージは再びスキャンされて、ループが発生します。

4. 設定をコンパイルしなおし、ディスパッチャを再起動します。

その他のキーワード
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#imsimta cnbuild

#imsimta restart dispatcher

例 2:

サードパーティー製のスキャナはMTAと同じホストで動作しているが、異なるポートで
待機していると想定します。ポート 10024でメールが受け入れられ、10025に返送される
とします。

1. 新しいチャネル tcp_scannerを作成します。

! tcp_scanner

tcp_scanner smtp nomx single_sys identnonenumeric subdirs 20 maxjobs

7 pool SCAN_POOL daemon 127.0.0.1 port 10024 enqueue_removeroute

tcp_scanner-daemon

2. スキャンするすべてのソース tcpチャネルの tcp_localに aliasDetourHost

tcp_scanner-daemonを追加します。スキャンの対象となる tcpチャネルには、
tcp_local、tcp_submit、tcp_intranetなどがあります。次に、tcp_localと
tcp_submitの例を示します。

! tcp_local

tcp_local smtp mx single_sys remotehost inner switchchannel

identnonenumeric subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL maytlsserver

maysaslserversaslswitchchannel tcp_auth missingrecipientpolicy 0

aliasdetourhost tcp_scanner-daemon

tcp-daemon

! tcp_submit

tcp_submit submit smtp mx single_sys mustsaslserver maytlsserver

missingrecipientpolicy 4 aliasdetourhost tcp_scanner-daemon

tcp_submit-daemon

3. mappingsファイルに次のように追加して、tcp_scannerチャネルを経由して送信メー
ルを再ルーティングします。

CONVERSIONS

in-chan=tcp_scanner;out-chan=*;CONVERT No

in-chan=tcp_*;out-chan=tcp_local;CONVERT Yes,Channel=tcp_scanner

4. SMTP_POOLの下の job_controller.cnfに、同時スキャン数の制限を追加します。

スキャニングソフトウェアにも制限が必要ですが、同時スキャン数と同じに設定し
て、メッセージングサーバーがメッセージを受け入れない場合にスキャナへのメール
送信を試みないようにすることをお勧めします。

!

[POOL=SCAN_POOL]

job_limit=2

!

その他のキーワード
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5. dispatcher.cnfに新しいサービスを追加して、特別なポートのスキャナから返された
メールを受け入れ、再びスキャンしないように tcp_scanを経由させて送信します。

!

[SERVICE=SMTP_SCANNING]

INTERFACE_ADDRESS=127.0.0.1

PORT=10025

IMAGE=IMTA_BIN:tcp_smtp_server

LOGFILE=IMTA_LOG:tcp_smtp_server.log

STACKSIZE=2048000

PARAMETER=CHANNEL=tcp_scanner

!

6. 設定をコンパイルしなおし、ディスパッチャを再起動します。

# imsimta cnbuild

# imsimta restart job_controller

# imsimta restart dispatcher

非請求の SMTP拡張のサポート
キーワード: sourcenosolicitおよび destinationnosolicit

Internet Draftの draft-malamud-no-soliciting-07.txtに記述されている NO-SOLICIT SMTP

拡張は、プロポーズドスタンダードとしてMessaging Serverに実装されています。この機
能を制御するためには、次のチャネルキーワードが使用できます。

sourcenosolicitは、このチャネルから送信されたメール内でブロックされる請求フィー
ルドの値のコンマ区切りの一覧を指定します。値の一覧は、NO-SOLICIT EHLO応答に表示
されます。値にはグローバルな形式のワイルドカードを使用できますが、ワイルドカー
ドを含む値は EHLO通知には表示されません。

destinationnosolicitは、このチャネルのキューに入れられたメール内で受け入れられ
ない請求フィールドの値のコンマ区切りの一覧を指定します。

不正な RCPT TOアドレスに制限を設定する
キーワード: deferralrejectlimit

1つのセッション中に許可される不正な RCPT TO:アドレス数を制限します。指定した数の
To:アドレスが拒否されると、続くすべての受取人は、正しいものも不正なものも 4xxエ
ラーとして拒否されます。ALLOW_REJECTIONS_BEFORE_DEFERRAL SMTPチャネルキーワード
と同じ機能が提供されますが、この場合はチャネル単位です。

その他のキーワード
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定義済みチャネルを使用する

チャネルによってはMessaging Serverをインストールした時点ですでに定義されているも
のもあります (表 13–1を参照)。この章では、MTAの定義済みチャネルの使い方を説明し
ます。

この章を読む前に、第 10章をお読みください。imta.cnfファイルの書き換えルールを設
定する方法については、第 11章を参照してください。

この章には、次の節があります。

� 423ページの「Pipeチャネルを使用してメッセージをプログラムに配信するには」
� 424ページの「ネイティブ (/var/mail)チャネルを設定するには」
� 425ページの「holdチャネルを使って一時的にメッセージを保留するには」
� 426ページの「変換チャネル」
� 444ページの「文字セット変換とメッセージの再フォーマット」

defaultsチャネルについては、316ページの「チャネルのデフォルトを設定する」を参照
してください。

定義済みチャネル
次の表に、一部の定義済みチャネルの一覧を示します。

表 13–1定義済みチャネル

チャネル 定義

defaults 各種チャネルにデフォルトのキーワードを指定するために使用します。316ページ
の「チャネルのデフォルトを設定する」を参照してください。

l UNIX専用。ルーティングの決定およびUNIXメールツールを使用したメール送信に
使用します。

13第 1 3 章
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表 13–1定義済みチャネル (続き)
チャネル 定義

ims-ms メールをローカルストアに配信します。

native UNIX専用。/var/mailにメールを配信します。(Messaging Serverでは、/var/mailア
クセスはサポートされない。ユーザーが /var/mailストアのメールにアクセスするに
は、UNIXツールを使う必要がある。)

pipe サイト提供のプログラムやスクリプトを介してメールを配信するために使用しま
す。この pipeチャネルによって実行されるコマンドは、管理者が imsimtaプログラム
のインタフェースを通じて管理します。

reprocessprocess 遅延メッセージのオフライン処理に使用されるチャネル。通常、reprocessチャネル
はソースまたは宛先チャネルとして公にされません。processチャネルは、ほかの
MTAチャネルと同様、公にされます。

defragment 断片化されたMIMEメッセージの修復方法を提供します。

conversion MTAを通じて配信されるメッセージを本文部分ごとに変換します。

bitbucket 破棄するメッセージに使用します。

inactive/deleted ディレクトリ内でのステータスが非アクティブまたは削除済みになっているユー
ザーへのメッセージの処理に使用します。通常、受信したメッセージをバウンス
し、カスタムバウンスメッセージを差出人に送り返します。

hold ユーザーへのメッセージを保留します。ユーザーがあるメールサーバーから別の
サーバーに移行された場合などに使用します。

sms SMSゲートウェイへの片方向電子メールをサポートします。

tcp_local

tcp_intranet

tcp_auth

tcp_submit

tcp_tas

TCP/IPの上位プロトコルとして SMTPを実装します。マルチスレッドTCP SMTP
チャネルには、ディスパッチャ制御下のマルチスレッド SMTPサーバーが含まれま
す。送信された SMTPメールは、必要に応じてジョブコントローラの制御下で動作
し、チャネルプログラム tcp_smtp_clientによって処理されます。

tcp_localはリモート SMTPホストからのメールを受信します。メッセージを送信す
る場合は、スマートホスト/ファイアウォール設定が使われているかどうかに
よって、直接リモート SMTPホストに送るか、またはスマートホスト/ファイア
ウォールシステムに送ります。

tcp_intranetはイントラネット内のメールを送受信します。

tcp_authは、tcp_localのスイッチチャネルとして使用されます。認証されたユーザー
は、リレーブロックの制約を回避するため tcp_authチャネルに移されます。

tcp_submitは、送信されたメッセージ (通常の場合はユーザーエージェントからの
メッセージ)を予約されている送信ポート 587で受け入れます (RFC 2476を参照)。

tcp_tasはUnifiedMessagingを使用するサイト用の特殊なチャネルです。

定義済みチャネル
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Pipeチャネルを使用してメッセージをプログラムに配信
するには

メールをメールボックスで着信する代わりにプログラムに転送することができます。た
とえば、着信メールをメールソートプログラムに転送することができます。pipeチャネ
ルはサイト提供のユーザーごとのプログラムを使用してメッセージを配信します。

プログラムへの配信を行うには、まず pipeチャネルで呼び出すことができるプログラム
を登録する必要があります。登録は imsimta programユーティリティーを使って行いま
す。このユーティリティーにより、pipeチャネルで呼び出すことができるように登録す
る各コマンドに一意の名前が設定されます。これによってエンドユーザーが
mailprogramdeliveryinfo LDAP属性の値としてメソッド名を指定できるようになりま
す。

たとえば、UNIXの myprocmailコマンドをユーザーが呼び出せるプログラムとして追加
するには、次の例に示すように、imsimta programユーティリティーを使用してこのコマ
ンドを登録します。この例では、-d usernameという引数を使用して procmailプログラム
をユーザーとして実行する myprocmailプログラムが登録されます。

imsimta program -a -m myprocmail -p procmail -g "-d %s" -e user

programsディレクトリmsg_svr_base/data/site-programsに実行ファイルが存在すること
を確認してください。また、実行権限が「others」に設定されていることも確認してくだ
さい。

ユーザーがプログラムにアクセスするためには、そのユーザーの LDAPエントリに次の
属性および値が含まれている必要があります。

maildeliveryoption: program

mailprogramdeliveryinfo: myprocmail

imsimta programユーティリティーの詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してください。

その他の配信プログラムを使用する場合は、次の終了コードおよびコマンド行の引数に
関する条件を満たしていることを確認してください。

終了コード条件: pipeチャネルが呼び出す配信プログラムは、チャネルがメッセージを
キューから出すか、あとで処理するために配信するか、または返送するかを判断できる
ように、適切なエラーコードを返さなくてはなりません。

サブプロセスが終了コード 0 (EX_OK)で終了した場合は、メッセージが適切に配信された
と認識され、MTAのキューから削除されます。終了コード 71、74、75、または 79
(EX_OSERR、EX_IOERR、EX_TEMPFAIL、または EX_DB)で終了した場合は、一時的なエラーが
発生したとみなされ、メッセージの配信は延期されます。その他のコードが返される
と、メッセージは配信不能として差出人に返送されます。終了コードは、システム
ヘッダーファイル sysexits.h内で定義されています。

Pipeチャネルを使用してメッセージをプログラムに配信するには
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コマンド行の引数:可変引数 (%s)を含め、配信プログラムが使用できる引数の数に上限は
ありません。可変引数は、ユーザーが実行するプログラムの場合はユーザー名を、ポス
トマスター「inetmail」が実行するプログラムの場合はユーザー名 +ドメイン名を示しま
す。たとえば、次のコマンド行は procmailプログラムを使用してメールを受取人に配信
します。

/usr/lib/procmail -d %s

ネイティブ (/var/mail)チャネルを設定するには
オプションファイルは、ローカルチャネルのさまざまな特徴を制御するために使用され
ます。このローカルチャネルのオプションファイルはMTAの設定ディレクトリに保存
し、native_optionという名前を付けなければなりません (例、
msg_svr_base/config/native_option)。

オプションファイルは複数の行で構成されています。各行にはそれぞれ 1つのオプ
ション設定が含まれています。オプション設定は、次の形式で記述されています。

option=value

valueは、オプションの要件に基づき、文字列または整数のいずれかとなります。

表 13–2ローカルチャネルのオプション

オプション 説明

FORCE_CONTENT_LENGTH

(0または 1。UNIXのみ)

FORCE_CONTENT_LENGTH=1の場合、MTAによりContent-length:ヘッダー行が、ローカ
ルチャネルに配信されるメッセージに追加され、「From」が行の最初にある場合、
チャネルで「>From」構文が使用されなくなります。これによって、ローカルの
UNIXメールが Sunのより新しいメールツールとの互換性を持つようになります
が、ほかのUNIXメールツールとの互換性がなくなることもあります。

FORWARD_FORMAT (文字列) ユーザーの .forwardファイルの場所を指定します。%u文字列は、この部分が各
ユーザー IDで置換されることを示します。%h文字列は、この部分が各ユーザーの
ホームディレクトリで置換されることを示します。このオプションが明示的に指定
されていない場合、デフォルトの動作は次と同様になります。

FORWARD_FORMAT=%h/.forward

ネイティブ (/var/mail)チャネルを設定するには
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表 13–2ローカルチャネルのオプション (続き)
オプション 説明

REPEAT_COUNT (整数)

SLEEP_TIME (整数)

MTAが新しいメールを配信しようとするときに、ユーザーの新しいメールファイル
がほかのプロセスによってロックされている場合、これらのオプションによって、
ローカルプログラムが試行すべき再試行の回数と頻度を制御することができます。
指定された回数の再試行が行われてもファイルを開くことができなかった場合、
メッセージはローカルのキューに残され、次にローカルのチャネルが新しい
メッセージを配信するときに再試行されます。

REPEAT_COUNTオプションは、メールファイルを開こうとする試行が何回行われるか
を制御します。REPEAT_COUNTのデフォルトは 30 (30回の試行)です。

SLEEP_TIMEオプションは、チャネルプログラムが何秒間隔で試行を繰り返すかを制
御します。SLEEP_TIMEは 2 (2秒の間隔で再試行)にデフォルト設定されています。

SHELL_TIMEOUT (整数) .forwardを完成するために、チャネルがユーザーのシェルコマンドを待機する時間
(秒数)を制御します。この時間が経過すると、「userの commandを完了するシェル
コマンドのタイムアウト」という旨のメッセージとともに、元の差出人にエラー
メッセージが返送されます。デフォルトは 600 (10分)です。

SHELL_TMPDIR (ディレクトリ固有) シェルコマンドに配信を行う際に、ローカルチャネルが一時ファイルを作成する場
所を制御します。デフォルトでは、一時ファイルはユーザーのホームディレクトリ
に作成されます。このオプションを使用すると、管理者は一時ファイルを別の (単
一の)ディレクトリに作成するように選択できます。例:

SHELL_TMPDIR=/tmp

holdチャネルを使って一時的にメッセージを保留するに
は

holdチャネルは、一時的に受信不能になっている宛先へのメッセージを保留するための
チャネルです。一時的な受信不能の原因としては、ユーザー名が変更されている最中で
あったり、メールボックスが別のホストやドメインに移行されている最中であることが
考えられます。その他の理由によってメッセージが一時保留される可能性もあります。

メッセージが保留される場合、メッセージは、reprocessチャネルに送られる場合と同じ
方法で holdチャネル (msg_svr_base/queue/holdディレクトリ内)に送られます。この方法
により、エンベロープTo:アドレスは変更されません。メッセージは holdチャネル
キュー (msg-server/queue/holdディレクトリ内)に ZZxxx.HELDファイルとして書き込まれ
ます。これによって、メッセージはジョブコントローラから見えなくなるため、「保
留」されることになります。imsimta qm dir -held コマンドを使用すると、.HELD ファイ
ルの一覧を表示できます。保留メッセージは、imsimta qm -release コマンドを使用して
選択および解除できます。解除すると、メッセージ名は ZZxxx.00に変更され、ジョブコ
ントローラに通知が行われます。その後メッセージは holdチャネルと関連付けられてい
るマスタープログラム (reprocess.exe)で処理されます。したがって、メッセージ (およ
びTo:アドレス)は、通常の書き換え機能を使用して処理されます。

holdチャネルを使って一時的にメッセージを保留するには
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imsimta qmコマンドの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「imsimta qm」を参照してください。

変換チャネル
conversionチャネルを使うと、MTAを通じて配信されるメッセージで指定する本文部分
ごとの変換を任意に行うことができます。(本文部分とメッセージは異なる。メッセージ
には複数の本文部分が含まれることがある。たとえば添付ファイルにも本文部分があ
る。また、本文部分はMIMEヘッダーによって指定および描写される。)変換処理は、サ
イトが提供した任意のプログラムやコマンド手順で行うことができます。処理内容に
は、テキストや画像形式の変換、ウィルススキャン、言語変換などがあります。MTAで
通信するさまざまなメッセージ形式を変換することができ、特定の処理やプログラムを
メッセージの本文部分に指定することができます。

この章を利用するには、チャネルの概念を理解している必要があります (199ページ
の「チャネル」を参照)。conversionチャネルを使ったウイルススキャンの補足情報は、
Messaging ServerマニュアルのWebサイトの下部にある、現在のバージョンのMessaging
Serverのテクニカルノート (http://docs.sun.com/db/coll/S1_MsgTechNotes
(http://docs.sun.com/db/coll/S1_MsgTechNotes))を参照してください。

変換チャネルの実行には、A)処理するメッセージ通信を選択し、B)処理するメッセージ
の不一致の状態を特定する、という 2つの手順があります。これらの手順については、
あとで詳細に説明します。

注 –デフォルトの変換チャネルはMTA設定ファイル内 (imta.cnf)に自動的に作成されま
す。このチャネルはそのままの状態で使用することができます。変更する必要はありま
せん。

この節には、次の項があります。

� 426ページの「MIMEの概要」
� 428ページの「変換処理のトラフィックを選択する」
� 429ページの「変換処理を制御するには」
� 437ページの「変換チャネル出力を使ってメッセージのバウンス、削除、保留を行う
には」

� 439ページの「変換チャネルの例」

MIMEの概要
変換チャネルはMIME (Multipurpose InternetMail Extension)ヘッダー行を幅広く利用しま
す。このため、メッセージ構築とMIMEヘッダーフィールドに関する知識が必要です。
MIMEの詳細については、RFC 1806、2045～ 2049、2183 (http://www.faqs.org/rfcs/)を
参照してください。ここでは、MIMEについて簡単に説明します。

変換チャネル
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メッセージの構築
メッセージは基本的にヘッダーと本文で構成されています。ヘッダーはメッセージの最
初にあり、日付、件名、差出人、受取人など、一定の制御情報を含んでいます。
ヘッダーの後ろに空白行が入り、その後ろはすべて本文です。MIMEでは、複数の本文
部分を持つさらに複雑なメッセージを作成する方法を指定します。本文部分を入れ子に
することもできます。このようなメッセージは複数部分メッセージと呼ばれ、すでに説
明したように、メッセージの本文部分ごとに変換チャネルで変換されます。

MIMEヘッダー
MIME仕様では、本文部分のヘッダー行が定義されています。ヘッダー行には、
MIME-Version、Content-type、Content-Transfer-Encoding、Content-ID、および
Content-dispositionがあります。変換チャネルでよく使用されるヘッダーは
Content-typeと Content-dispositionです。次にMIMEヘッダー行の例を示します。

Content-type: APPLICATION/wordperfect5.1;name=Poem.wpc

Content-transfer-encoding: BASE64

Content-disposition: attachment; filename=Poem.wpc

Content-description: "Project documentation Draft1 wordperfect format"

注 –MIMEヘッダー行は、一般のMIME以外のヘッダー行 (To:、Subject:、From:など)と
は異なります。基本的に、変換チャネルの場合、MIMEヘッダー行はContent-という文
字列で始まっています。

Content-typeヘッダー
MIME Content-Typeヘッダーは本文部分の内容を表します。Content-Typeヘッダー形式と
実際の例を次に示します。

Content-type: type/ subtype; parameter1=value; parameter2=value...

typeは本文部分の内容の種類を表します。種類には、Text、Multipart、Message、
Application、Image、 Audio、Videoなどがあります。

subtypeはコンテンツタイプをさらに詳しくしたものです。Content-typeにはそれぞれ独
自のサブタイプがあります。たとえば、次のようなものがあります。text/plain 、
application/octet-stream、image/jpeg。MIMEメールのContent Subtypeは IANA(Internet
AssignedNumbersAuthority)で割り当てられ、一覧表示されています。割り当て一覧は、
http://www.iana.org/assignments/media-typesで参照することができます。

parameterはContent-type/subtypeの組み合わせに固有のものです。たとえば、charsetお
よび nameパラメータは次のようになります。

Content-type: text/plain; charset=us-ascii

Content-type: application/msword; name=temp.doc

変換チャネル
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charsetパラメータでは、テキスト形式メッセージの文字セットを指定します。nameパラ
メータでは、データをファイルに書き込む場合に使用するファイル名を指定します。

注 – Content-Type値、subtypes、およびパラメータ名では大文字と小文字が区別されま
す。

Content-dispositionヘッダー

MIME Content-dispositionヘッダーで本文部分のプレゼンテーション情報がわかりま
す。通常、添付ファイルに追加され、添付ファイルの本文部分を表示するのか (inline)、
コピーするファイル名として表示するのか (attachment)を指定します。
Content-dispositionヘッダーの形式は次のとおりです。

Content-disposition: disposition_type; parameter1=value;parameter2=value...

disposition_typeは通常 inline (本文部分を表示)または attachment (保存ファイルとして表
示)です。attachmentには通常パラメータ filenameがあり、ここでファイル保存で推奨さ
れる名前を指定します。

Content-dispositionヘッダーの詳細については、RFC 2183を参照してください。

変換処理のトラフィックを選択する
MTAチャネルとは異なり、通常、変換チャネルはアドレスやMTA書き換えルールでは指
定されていません。代わりに、メッセージは CONVERSIONSマッピングテーブル
(imta_tailorファイルの IMTA_MAPPING_FILEパラメータで指定される)を使って変換
チャネルに送られます。テーブルへのエントリには次のような形式があります。

IN-CHAN=source-channel ;OUT-CHAN=destination-channel;CONVERT Yes/No

MTAはそれぞれのメッセージを処理する際、CONVERSIONSマッピングテーブルがあれば使
用します。source-channelがメッセージを発信するチャネルで、destination-channelが
メッセージの宛先となるチャネルであるとすれば、CONVERTに続くアクションが実行され
ます (Yesを選択すると、MTAはメッセージを destination-channelから変換チャネルに変
換。一致するものがなければ、メッセージは通常の宛先チャネルのキューに入る)。

注 – user@conversion. localhostnameまたは user@conversionという形式のアドレスは、
CONVERSIONSマッピングテーブルにかかわらず、変換チャネルを通してルーティングされ
ます。

次の例では、発信元も宛先もインターネットである非内部メッセージをすべて変換
チャネルにルーティングします。

変換チャネル
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CONVERSIONS

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=*;CONVERT Yes

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=tcp_local;CONVERT Yes

最初の行は tcp_localチャネルから受信するメッセージを処理します。次の行は
tcp_localチャネルに送信するメッセージを処理します。tcp_localチャネルはインター
ネットで送受信するメッセージをすべて処理します。デフォルトでは変換チャネルを経
由しないので、ほかのメッセージが変換チャネルを通ることはありません。

これは基本テーブルです。複数のインターネット送信用 tcp_*チャネルを使う場合や、複
数のインターネット受信用 tcp_*チャネルを使う場合など、カスタマイズされた設定のサ
イトでは不十分な場合もあります。

変換処理を制御するには
メッセージは変換チャネルに送信されると、本文部分ごとに処理されます。処理はMTA
conversionsファイルによって制御されます。このファイルはimta_tailorファイルの
IMTA_CONVERSION_FILEオプションで指定します (デフォルト:msg_svr_base/conversions)。
conversionsファイルを構成するエントリはそれぞれ別の行に記述され、1)どの形式の本
文部分を 2)どのように処理するかを制御します。

各エントリは 1つまたは複数の行で構成され、各行には 1つまたは複数の name=valueパラ
メータ句が含まれています。パラメータ句の値はMIMEルールに一致しています。最終
行以外のすべての行は、セミコロン (;)で終了する必要があります。このファイルでは、
一行に入力できる文字数が 252バイトに制限されています。円記号 (\)を継続文字として
使用すれば、1つの論理行を複数の行に分割することができます。エントリは、セミコロ
ンで終了していない行や空白行が 1行以上挿入されているところで終了します。

conversionファイルエントリの簡単な例を次に示します。

例 13–1conversionsファイルエントリ

out-chan=ims-ms; in-type=application; in-subtype=wordperfect5.1;

out-type=application; out-subtype=msword; out-mode=block;

command="/usr/bin/convert -in=wordp -out=msword ’INPUT_FILE’ ’OUTPUT_FILE’"

out-chan=ims-ms; in-type=application; in-subtype=wordperfect5.1 は、本文部分を表し
ます。つまり変換される部分の種類を指定しています。各部分のヘッダーが読み取ら
れ、Content-Type:とその他のヘッダー情報が抽出されます。次に conversionファイルの
エントリが最初から最後まで順番にスキャンされます。その際、in-*パラメータや
OUT-CHANパラメータがあればチェックされます。すべてのパラメータが処理中の本文部
分に対応する情報と一致すれば、command=や delete=句で指定した変換が実行され、
out-*パラメータが設定されます。
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一致するものがなければ、その本文部分は次の conversionsファイルエントリと照合され
ます。本文部分がすべてスキャンされ処理されると、一致するものがあった場合は、
メッセージは次のチャネルに送られます。一致するものがなければ、何も処理されない
まま、メッセージは次のチャネルに送られます。

out-chan=ims-msは、ims-msチャネル宛のメッセージ部分だけを変換するように指定しま
す。in-type=applicationおよび in-subtype=wordperfect5.1により、メッセージ部分の
MIME Content-typeヘッダーは application/wordperfect5.1に指定されます。

メッセージ部分に in-*パラメータを追加すると詳細に指定することができます。(表 13–6
を参照。)このエントリは、次のようなMIMEヘッダー行を持つメッセージ部分の変換ア
クションをトリガします。

Content-type: APPLICATION/wordperfect5.1;name=Draft1.wpc

Content-transfer-encoding: BASE64

Content-disposition: attachment; filename=Draft1.wpc

Content-description: "Project documentation Draft1 wordperfect format"

例 13–1の conversionファイルで、3つの指定パラメータに続く 2つのパラメータ
out-type=applicationおよび out-subtype=mswordは、置換MIMEヘッダー行を「処理済
み」の本文部分に添付するように指定します。out-type=applicationおよび
out-subtype=mswordは、送信メッセージのMIME Content-type/subtypeが
application/mswordとなるように指定します。

in-typeと out-typeは同じパラメータなので out-type=applicationは必要ありません。変
換チャネルのデフォルトは送信本文部分の元のMIMEラベルであるからです。送信本文
部分のMIMEラベルを追加するには、出力パラメータを指定します。

out-mode=block (例 13–1)は、サイト提供のプログラムが返すファイル形式を指定しま
す。つまり、ファイルの保存方法と、変換チャネルが返されたファイルを読み取る方法
を指定します。たとえば、htmlファイルはテキストモードで保存されますが、.exeプロ
グラムや zipファイルはブロックまたはバイナリモードで保存されます。モードは、読み
取り中のファイルが一定の保存形式にあることを表しています。

例 13–1の最後のパラメータは、次のように、本文部分でのアクションを指定します。

command="/usr/bin/convert -in=wordp -out=msword ’INPUT_FILE’ ’OUTPUT_FILE’"

command=パラメータは、本文部分でプログラムが実行されることを指定します。
/usr/bin/convertは架空のコマンド名です。-in=wordpおよび -out=mswordは、入力テキ
ストと出力テキストの形式を指定する架空のコマンド行引数です。INPUT_FILEおよび
OUTPUT_FILEは、元の本文部分を持つファイルと、プログラムで変換後の本文部分を保存
するファイルを指定する変換チャネル環境パラメータ(431ページの「変換チャネル環境
変数の使い方」を参照)です。
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注 –エンベロープ発信元および受取人の情報は、外側のメッセージヘッダーを含むファイ
ルが通常の変換エントリによって要求されると、x-envelope-fromおよび x-envelope-to
フィールドとして提供されるようになりました。

本文部分でコマンドを実行する代わりに、commandパラメータの場所に DELETE=1を使えば
メッセージ部分を簡単に削除することができます。

注 – conversionsファイルを変更した場合は、必ず設定をコンパイルしなおしてください (
235ページの「MTA設定をコンパイルする」を参照)。

変換チャネルの情報フロー
情報フローは次のようになります。本文部分を含むメッセージが変換チャネルに入って
きます。変換チャネルはメッセージをパースして、本文部分を 1つずつ処理します。次
に変換チャネルは本文部分が適格であるかどうかを判断します。つまり、MIME
ヘッダー行を指定パラメータと比較して処理するかどうかを決定します。本文部分が適
格であると判断されれば、変換処理が始まります。MIMEや本文部分の情報を変換スク
リプトに渡す場合は、情報引渡しパラメータで指定した環境変数 (431ページの「変換
チャネル環境変数の使い方」を参照)に保存します。

この時点で、アクションパラメータで指定したアクションを本文部分に実行します。一
般的には、本文部分を削除するか、スクリプトで囲んだプログラムに渡します。本文部
分はスクリプトで処理されると変換チャネルに戻され、処理後のメッセージに組み込ま
れます。スクリプトは、変換チャネルの出力オプションを使って情報を変換チャネルに
送信することもできます。この情報には、出力本文部分に追加する新しいMIME
ヘッダー行、メッセージの差出人に返送するエラーテキスト、MTAにメッセージのバウ
ンス、削除、保留などのアクション開始を指示する命令などがあります。

最後に、変換チャネルは出力パラメータで指定されたように出力本文部分のヘッダー行
を置き換えます。

変換チャネル環境変数の使い方
メッセージ本文部分を処理する場合、MIMEヘッダー行情報や本文部分全体をサイト提
供のプログラムとやり取りすると便利なことがあります。たとえば、あるプログラムで
メッセージ本文部分以外に Content-typeと Content-dispositionヘッダー行情報が必要で
あるとします。一般にサイト提供のプログラムに入力されているのは、主にファイルか
ら読み取るメッセージ本文部分です。プログラムで本文部分が処理されると、変換
チャネルが読み取りファイルに書き込まれます。このような情報の受け渡しは、変換
チャネル環境変数を使って行われます。

環境変数は、parameter-symbol-*パラメータや定義済みの変換チャネル環境変数の
セット (434ページの「変換チャネル出力オプションを使用するには」を参照)を使って、
conversionsファイルで作成することができます。
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次の conversionsファイルエントリと着信ヘッダーでは、サイト提供のプログラムに環境
変数を使ってMIME情報を渡す方法が示されています。

conversionsファイルエントリ:

in-channel=*; in-type=application; in-subtype=*;

parameter-symbol-0=NAME; parameter-copy-0=*;

dparameter-symbol-0=FILENAME; dparameter-copy-0=*;

message-header-file=2; original-header-file=1;

override-header-file=1; override-option-file=1;

command="/bin/viro-scan500.sh ”INPUT_FILE’ ”OUTPUT_FILE’"

着信ヘッダー:

Content-type: APPLICATION/msword; name=Draft1.doc

Content-transfer-encoding: BASE64

Content-disposition: attachment; filename=Draft1.doc

Content-description: "Project documentation Draft1 msword format"

in-channel=*; in-type=application; in-subtype=* は、application形式の任意の入力
チャネルから受信したメッセージ本文部分が処理されることを示します。

parameter-symbol-0=NAMEは、最初の Content-typeパラメータの値 (この例では
Draft1.doc)が NAMEという環境変数に保存されることを示します。

parameter-copy-0=*は、入力本文部分の Content-typeパラメータがすべて出力本文部分
にコピーされることを示します。

dparameter-symbol-0=FILENAMEは、最初の Content-dispositionパラメータの値 (この例で
は Draft1.doc)が FILENAMEという環境変数に保存されることを示します。

dparameter-copy-0=*は、入力本文部分の Content-dispositionパラメータがすべて出力
本文部分にコピーされることを示します。

message-header-file=2は、メッセージの元のヘッダー全体 (もっとも外側のメッセージ
ヘッダー)が環境変数 MESSAGE_HEADERSで指定したファイルに書き込まれることを示しま
す。

original-header-file=1は、封入するMESSAGE/RFC822部分の元のヘッダーが環境変数
ORIGINAL_HEADERSで指定したファイルに書き込まれることを示します。

override-header-file=1は、MIMEヘッダーが環境変数 OUTPUT_HEADERSで指定したファイ
ルから読み取られ、封入するMIME部分の元のMIMEヘッダー行を無視することを示し
ます。$OUTPUT_HEADERSは、変換実行中に作成される一時ファイルです。このファイルは
サイト提供のプログラムで使用され、変換処理中に変更されたMIMEヘッダー行が保存
されます。本文部分が変換チャネルで再構築される際に、このファイルからMIME
ヘッダー行が読み取られます。変更できるのはMIMEヘッダー行のみです。MIME以外
の一般のヘッダー行は、変換チャネルで変更できません。
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override-option-file=1は、変換チャネルが OUTPUT_OPTIONS環境変数によって名前が付
けられたファイルから変換チャネルのオプションを読み取ることを表します。434ページ
の「変換チャネル出力オプションを使用するには」を参照してください。

command="msg_svr_base/bin/viro-scan500.sh"は、メッセージ本文部分で実行するコマン
ドを示します。

表 13–3変換チャネル環境変数

環境変数 説明

ATTACHMENT_NUMBER 現在の部分の添付ファイル番号です。これは、ATTACHMENT-NUMBER
変換の照合パラメータと同じ形式です。

CONVERSION_TAG アクティブな変換タグの現在のリストです。これは、TAG変換の照合パ
ラメータに対応します。

INPUT_CHANNEL メッセージを変換チャネルのキューに入れたチャネルです。これは、
IN-CHANNEL変換の照合パラメータに対応します。

INPUT_ENCODING 元の本文部分に存在するエンコーディングです。

INPUT_FILE 元の本文部分を含むファイルの名前です。サイト提供のプログラムはこ
のファイルを読み取ります。

INPUT_HEADERS 本文部分の元のヘッダー行を含むファイルの名前です。サイト提供のプ
ログラムはこのファイルを読み取ります。

INPUT_TYPE 入力メッセージ部分のMIME Content-typeです。

INPUT_SUBTYPE 入力メッセージ部分のMIMEコンテンツサブタイプです。

INPUT_DESCRIPTION 入力メッセージ部分のMIME content-descriptionです。

INPUT_DISPOSITION 入力メッセージ部分のMIME content-dispositionです。

MESSAGE_HEADERS 封入するメッセージ (本文部分だけに限らない)の元の一番外側の
ヘッダーまたは本文部分がすぐに封入するMESSAGE/RFC822部分の
ヘッダーを含むファイル名です。サイト提供のプログラムはこのファイ
ルを読み取ります。

OUTPUT_CHANNEL メッセージの送信先のチャネルです。これは、OUT-CHANNEL変換の照
合パラメータに対応します。

OUTPUT_FILE サイト提供のプログラムがその出力を保存するファイル名です。サイト
提供のプログラムはこのファイルを作成して書き込みます。

OUTPUT_HEADERS サイト提供のプログラムが封入する部分のMIMEヘッダー行を保存する
ファイル名です。サイト提供のプログラムはこのファイルを作成して書
き込みます。ファイルには、option=value行ではなく実際のMIME
ヘッダー行が含まれ、最後の行は空白行となります。また、変更できる
のはMIMEヘッダー行のみです。MIME以外の一般のヘッダー行は、変
換チャネルで変更できません。
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表 13–3変換チャネル環境変数 (続き)
環境変数 説明

OUTPUT_OPTIONS サイト提供のプログラムで変換チャネルオプションを読み取るファイル
名です。434ページの「変換チャネル出力オプションを使用するには」を
参照してください。

PART_NUMBER 現在の部分の番号です。これは、PART-NUMBER変換の照合パラメータ
と同じ形式です。

PART_SIZE 処理されている部分のバイト数です。

メール変換タグ

メール変換タグは、特定の受取人または差出人に関連付けられている特別なタグです。
メッセージの配信時には、このタグは変換チャネルプログラムから見えるので、特別な
処理に使用することができます。変換タグは LDAPディレクトリに保存されます。

メール変換タグは、次のように使用できます。管理者は、選択したユーザーに対して
メール変換タグの値を harmonicaに設定します。次に、管理者は、そのメールを処理する
際にタグおよび harmonicaの値が存在するかどうかを検出する変換チャネルを設定しま
す。この場合、プログラムはいくつかの任意の機能を実行します。

メール変換タグは、ユーザー単位またはドメイン単位に設定できます。ドメインレベル
の受取人の LDAP属性は MailDomainConversionTagです (MTAオプション
LDAP_DOMAIN_ATTR_CONVERSION_TAGによって変更可能)。ユーザーレベルの受取人の LDAP
属性は MailConversionTagです (MTAオプション LDAP_CONVERSION_TAGによって変更可
能)。どちらの属性にも、それぞれの値に異なるタグを指定して複数の値を設定すること
ができます。特定の受取人に関連付けられているタグのセットは累積されます。すなわ
ち、ドメインレベルのタグセットとユーザーレベルのタグセットが結合されます。

差出人ベースの変換タグは、MTAオプション LDAP_SOURCE_CONVERSION_TAGおよび
LDAP_DOMAIN_ATTR_SOURCE_CONVERSION_TAGによって設定できます。これらは、ソースアド
レスに関連付けられたそれぞれの変換タグごとにユーザーおよびドメインレベルの LDAP
属性を指定します。上のどちらのオプションでも、デフォルトの属性は設定されていま
せん。

変換チャネル出力オプションを使用するには
変換チャネル出力オプション (表 13–4)は動的な変数で、変換スクリプトから変換チャネ
ルに情報と特定の指示を渡します。たとえば、本文部分の処理中にメッセージをバウン
スさせてスクリプトから変換チャネルに指示を出し、返送メッセージに「このメッセー
ジにはウィルスが含まれている」というエラーテキストを追加させることができます。

出力オプションは、指定した変換エントリに OVERRIDE-OPTION-FILE=1を設定すると開始
されます。次に、必要に応じて出力オプションはがスクリプトで設定され、環境変数
ファイル OUTPUT_OPTIONSに保存されます。このスクリプトが本文部分の処理を終了する
と、変換チャネルは OUTPUT_OPTIONSファイルからオプションを読み取ります。
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OUTPUT_OPTION変数は、変換チャネルがオプションを読み取るファイル名です。通常、こ
のファイルは実行時の一時ファイルとして、情報を渡すために使用されます。次に、出
力オプションを使ってウィルスを送信した差出人にエラーメッセージを返すスクリプト
の例を示します。

/usr/local/bin/viro_screen2k $INPUT_FILE # run the virus screener

if [ $? -eq 1 ]; then

echo "OUTPUT_DIAGNOSTIC=’Virus found and deleted.’" > $OUTPUT_OPTIONS

echo "STATUS=178029946" >> $OUTPUT_OPTIONS

else

cp $INPUT_FILE $OUTPUT_FILE # Message part is OK

fi

この例では、$OUTPUT_OPTIONSで定義されたファイルにシステム診断メッセージとステー
タスコードが追加されます。$OUTPUT_OPTIONS一時ファイルを読み出すと、次のように表
示されます。

OUTPUT_DIAGNOSTIC="Virus found and deleted."

STATUS=178029946

OUTPUT_DIAGNOSTIC=’Virus found and deleted’ の行は、メッセージに「Virus found and

deleted」というテキストを追加するように変換チャネルに指示していることを表しま
す。

178029946はmsg_svr_base/include/deprecated/pmdf_err.hにある pmdf_err.hファイルご
との PMDF__FORCERETURNステータスです。このステータスコードは、差出人にメッセージ
をバウンスするように変換チャネルに指示しています。特定の指示の使い方について
は、437ページの「変換チャネル出力を使ってメッセージのバウンス、削除、保留を行う
には」を参照してください。

出力オプションのリストを次に示します。

表 13–4変換チャネル出力オプション

オプション 説明

OUTPUT_TYPE 出力メッセージ部分のMIMEコンテンツタイプです。

OUTPUT_SUBTYPE 出力メッセージ部分のMIMEコンテンツサブタイプです。

OUTPUT_DESCRIPTION 出力メッセージ部分のMIMEコンテンツの説明です。

OUTPUT_DIAGNOSTIC 変換チャネルによってメッセージが強制的にバウンスされる場合、差出人に送信する
メッセージの一部に含まれるテキストです。

OUTPUT_DISPOSITION 出力メッセージ部分のMIME content-dispositionです。
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表 13–4変換チャネル出力オプション (続き)
オプション 説明

OUTPUT_ENCODING MIME content transfer encodingで、出力メッセージ部分で使用されます。

OUTPUT_MODE 変換チャネルが出力メッセージ部分を書き出す際に使用するMIME Modeで、受取人
が出力メッセージ部分を読み取る際に使用するモードです。

STATUS コンバータの終了ステータスです。通常は、変換チャネルの何らかの動作を開始する
特殊な指示です。すべての指示のリストは
msg_svr_base/include/deprecated/pmdf_err.hを参照してください。

封入するMESSAGE/RFC822部分のヘッダー
メッセージ部分で変換を実行する場合、変換チャネルは封入する MESSAGE/RFC822部分の
ヘッダーにアクセスします。封入する MESSAGE/RFC822部分がない場合は、メッセージ
ヘッダーにアクセスします。ヘッダーの情報はサイト提供のプログラムに役立つことが
あります。

ORIGINAL-HEADER-FILE=1を含むエントリが選択されると、封入する MESSAGE/RFC822部分
の元のヘッダー行はすべて ORIGINAL_HEADERS環境変数で表したファイルに書き込まれま
す。OVERRIDE-HEADER-FILE=1であれば、変換チャネルは ORIGINAL_HEADERS環境変数で表
したファイルの内容を読み取り、封入する部分のヘッダーとして使用します。

変換エントリからマッピングテーブルに呼び出すには
out-parameter-*値は、任意に名前を設定したマッピングテーブルに保存したり、検索し
たりすることができます。この機能は、クライアントが送信する添付ファイル名を変更
する場合に便利です。クライアントが送信する場合は、添付ファイルの種類 (postscript
、msword、textなど)にかかわらず、att.datのような汎用名が使用されるからです。ほ
かのクライアント (たとえばOutlook)が拡張子を読み取ってその部分が開けるように、そ
の部分の名前を変更する一般的な方法です。

マッピングテーブルからパラメータ値を検索する構文は次のとおりです。

”mapping-table-name:mapping-input[$Y, $N]’

$Yはパラメータ値を返します。何も見つからなかった場合や一致するものとして $Nが
返された場合、変換ファイルのエントリ内のパラメータは、無視されるか空白文字列と
して扱われます。一致するものがない場合や $Nの場合は、変換エントリ自体が強制終了
します。

次のようなマッピングテーブルがあるとします。

X-ATT-NAMES

postscript temp.PS$Y

wordperfect5.1 temp.WPC$Y

msword temp.DOC$Y
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このマッピングテーブルの変換エントリは次のとおりで、添付ファイルの指定ファイル
名を汎用ファイル名に置換します。

out-chan=tcp_local; in-type=application; in-subtype=*;

in-parameter-name-0=name; in-parameter-value-0=*;

out-type=application; out-subtype=’INPUT-SUBTYPE’;

out-parameter-name-0=name;

out-parameter-value-0=”’X-ATT-NAMES:\\’INPUT_SUBTYPE\\’’";

command="cp ”INPUT_FILE’ ”OUTPUT_FILE’"

この例で out-chan=tcp_local; in-type=application; in-subtype=* は、処理するメッセー
ジが tcp_localチャネルからのもので、application/*の content-typeヘッダーが含まれ
ていることを示します (*は任意のサブタイプ)。

また、in-parameter-name-0=name; in-parameter-value-0=* は、メッセージにパラメータ
形式として name=*が含まれていることを示します (*は任意のパラメータ値。)

out-type=application;は、メッセージ処理後のMIME Content-typeパラメータが
applicationであることを示します。

out-subtype=’INPUT-SUBTYPE’;は、本文部分処理後のMIME subtypeパラメータが
INPUT-SUBTYPE環境変数であることを示しています。これは入力 subtypeのオリジナル値
です。次のように変更できます。

Content-type: application/xxxx; name=foo.doc

から

Content-type: application/msword; name=foo.doc

に変更する場合は、次のようにします。

out-type=application; out-subtype=msword

out-parameter-name-0=name;は、出力本文部分の最初のMIMEContent-typeパラメータが
name=形式であることを示します。

out-parameter-value-0=’X-ATT-NAMES:\\’INPUT_SUBTYPE\\’’;は、最初のMIME subtypeパ
ラメータ値をとり、マッピングテーブル X-ATT-NAMESで subtypeと一致するものを検索し
ます。一致するものがあれば、nameパラメータは X-ATT-NAMESマッピングテーブルで指定
された新しい値を受け取ります。つまりパラメータの形式が mswordであれば、nameパラ
メータは temp.DOCになります。

変換チャネル出力を使ってメッセージのバウン
ス、削除、保留を行うには
この節では、変換チャネルのオプションを使ってメッセージのバウンス、削除、保留を
行う方法を説明します。基本手順は次のとおりです。
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1. 該当する変換ファイルエントリに OVERRIDE-OPTION-FILE=1を設定します。変換チャネ
ルで OUTPUT_OPTIONSファイルの出力オプションを読み取ります。

2. 変換スクリプトを使い、特定のメッセージ本文部分に必要なアクションを決定しま
す。

3. スクリプトで、OUTPUT_OPTIONSファイルに STATUS=directive_codeオプションを記述しア
クションに対する指示を指定します。

すべての指示のリストはmsg_svr_base/include/deprecated/pmdf_err.hを参照してくださ
い。次に、変換チャネルでよく使用される指示を示します。

表 13–5変換チャネルで一般的に使用される特別な指示

名前 16進数値 10進数値

PMDF__FORCEHOLD 0x0A9C86AA 178030250

PMDF__FORCERETURN 0x0A9C857A 178029946

PMDF__FORCEDELETE 0x0A9C8662 178030178

これらの指示の機能について、例を用いて説明します。

メッセージをバウンスさせるには
変換チャネルを使ってメッセージをバウンスさせるには、該当する conversionsファイル
エントリに OVERRIDE-OPTION-FILE=1を設定し、変換スクリプトに次の行を追加します。

echo "STATUS=178029946" >> $OUTPUT_OPTIONS

バウンスさせるメッセージに短いテキスト文字列を追加する場合は、変換スクリプトに
次の行を追加します。

echo OUTPUT_DIAGNOSTIC=text-string >> $OUTPUT_OPTIONS

次にテキスト文字列の例を示します。「お使いのマシンから送信されたメッセージには
ウィルスが含まれていましたが、削除されました。電子メールの添付ファイルを実行す
る場合は注意してください。」

メッセージ部分を条件付きで削除するには
メッセージ部分は、含まれている内容によって条件付きで削除すると便利な場合があり
ます。これは出力オプションで実行できます。逆に、DELETE=1変換パラメータ句を使う
とメッセージ部分が無条件に削除されます。

出力オプションを使ってメッセージ部分を削除するには、該当する変換ファイルエント
リに OVERRIDE-OPTION-FILE=1を設定し、変換スクリプトに次の行を追加します。

echo "STATUS=178030178" >> $OUTPUT_OPTIONS
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メッセージを保留にするには
メッセージは、含まれている内容によって条件付きで保留にすると便利な場合がありま
す。出力オプションを使ってメッセージ部分を削除するには、該当する変換ファイルエ
ントリに OVERRIDE-OPTION-FILE=1を設定し、変換スクリプトに次の行を追加します。

echo "STATUS=178030250" >> $OUTPUT_OPTIONS

これにより、変換チャネルキューに .HELDファイルとしてメッセージを保留にするよう
に、変換チャネルに指定します。

変換チャネルの例
ここで例に示す CONVERSIONSマッピングと変換ルールのセットを使うと、架空のチャネル
tcp_docuprintに送られたGIF、JPEG、BITMAPファイルが自動的に PostScriptに変換され
ます。変換の際には架空の /usr/bin/ps-converter.shが使用されることもあります。こ
の例には、WordPerfect 5.1ファイルをMicrosoftWordファイルに変換するルールも含まれ
ています。

CONVERSIONS

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=tcp_docuprint;CONVERT Yes

out-chan=ims-ms; in-type=application; in-subtype=wordperfect5.1;

out-type=application; out-subtype=msword; out-mode=block;

command="/bin/doc-convert -in=wp -out=msw ’INPUT_FILE’ ’OUTPUT_FILE’"

out-chan=tcp_docuprint; in-type=image; in-subtype=gif;

out-type=application; out-subtype=postscript; out-mode=text;

command="/bin/ps-convert -in=gif -out=ps ’INPUT_FILE’ ’OUTPUT_FILE’"

out-chan=tcp_docuprint; in-type=image; in-subtype=jpeg;

out-type=application; out-subtype=postscript; out-mode=text;

command="/bin/ps-convert -in=jpeg -out=ps ’INPUT_FILE’ ’OUTPUT_FILE’"

out-chan=tcp_docuprint; in-type=image; in-subtype=bitmap;

out-type=application; out-subtype=postscript; out-mode=text;

command="/bin/ps-convert -in=bmp -out=ps ’INPUT_FILE’ ’OUTPUT_FILE’"

変換パラメータを次に示します。

表 13–6変換パラメータ

パラメータ 説明

指定用パラメータ (変換する前にメッセージを照合するパラメータを指定)
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表 13–6変換パラメータ (続き)
パラメータ 説明

OUT-CHAN,OUT-CHANNEL 変換用に照合するチャネルを出力します (ワイルドカード使用可)。このエン
トリで指定した変換は、メッセージが指定したチャネルに送信される場合に
のみ実行されます。

IN-CHAN,IN-CHANNEL 変換用に照合するチャネルを入力します (ワイルドカード使用可)。このエン
トリで指定した変換は、メッセージが指定したチャネルから送信される場合
にのみ実行されます。

IN-TYPE 変換用に照合するMIMEタイプを入力します (ワイルドカード使用可)。この
エントリで指定した変換は、このフィールドが本文部分のMIMEタイプに一
致した場合にのみ実行されます。

IN-SUBTYPE 変換用に照合するMIMEサブタイプを入力します (ワイルドカード使用可)。
このエントリで指定した変換は、このフィールドが本文部分のMIMEサブタ
イプに一致した場合にのみ実行されます。

IN-PARAMETER-NAME-n 変換用に照合するMIME Content-Typeパラメータ名を入力します。n = 0, 1, 2,
...です。このパラメータを IN-PARAMETER-VALUE-nとともに使用すると、名前
と値からパラメータを特定できます。

IN-PARAMETER-VALUE-n 対応する IN-PARAMETER-NAMEのMIME Content-Typeパラメータ値を入力して変
換用に照合します。このエントリで指定した変換は、このフィールドが本文
部分の Content-Typeパラメータリストの対応するパラメータに一致した場合
にのみ実行されます。ワイルドカードを使用できます。

IN-PARAMETER-DEFAULT-n パラメータがない場合に、MIME Content-Typeパラメータのデフォルト値を
入力します。本文部分に IN-PARAMETER-VALUE- nが指定されていない場合に、
このパラメータのテストのデフォルト値として使用されます。

IN-DISPOSITION 変換用に照合するMIME Content-Dispositionを入力します。

IN-DPARAMETER-NAME-n 変換用に照合するMIME Content-Dispositionパラメータ名を入力します。n =
0, 1, 2, ...です。このパラメータを IN-DPARAMETER-VALUE-nとともに使用する
と、名前と値からパラメータを特定できます。

IN-DPARAMETER-VALUE-n 対応する IN-DPARAMETER-NAMEのMIME Content-Dispositionパラメータ値を入
力して変換用に照合します。このエントリで指定した変換は、このフィール
ドが本文部分の Content-Disposition:パラメータリストの対応するパラメー
タに一致した場合にのみ実行されます。ワイルドカードを使用できます。

IN-DPARAMETER-DEFAULT-n パラメータがない場合に、MIME Content-Dispositionパラメータのデフォル
ト値を入力します。本文部分に IN-DPARAMETER-VALUE- nが指定されていない
場合に、このパラメータのテストのデフォルト値として使用されます。

IN-DESCRIPTION 変換用に照合するMIME Content-Descriptionを入力します。

IN-SUBJECT 封入する MESSAGE/RFC822部分から Subject (件名)を入力します。

TAG メーリングリスト CONVERSION_TAGパラメータで設定されているタグを入力し
ます。

変換チャネル

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月440



表 13–6変換パラメータ (続き)
パラメータ 説明

出力パラメータ (本文部分の変換後の出力設定を指定)

OUT-TYPE MIMEタイプが入力タイプと異なる場合に、MIMEタイプを出力します。

OUT-SUBTYPE MIMEサブタイプが入力サブタイプと異なる場合に、MIMEサブタイプを出力
します。

OUT-PARAMETER-NAME-n MIME Content-Typeパラメータ名を出力します。n = 0, 1, 2, ...です。

OUT-PARAMETER-VALUE-n OUT-PARAMETER-NAME-nに対応するMIME Content-Typeパラメータの値を出力
します。

PARAMETER-COPY-n 本文入力部分の Content-Typeパラメータリストから本文出力部分の
Content-Type:パラメータリストにコピーする Content-Typeパラメータのリス
トです。n = 0, 1, 2...です。IN-PARAMETER-NAME-n句で一致したMIMEパラメー
タ名と同じパラメータ名を使用してコピーします。

OUT-DISPOSITION MIME Content-Descriptionが入力MIME Content-Dispositionと異なる場合
に、MIMEContent-Dispositionを出力します。

OUT-DPARAMETER-NAME-n MIME Content-Dispositionパラメータ名を出力します。n = 0, 1, 2...です。

OUT-DPARAMETER-VALUE-n OUT-DPARAMETER-NAME-nに対応するMIME Content-Dispositionパラメータの値
を出力します。

DPARAMETER-COPY-n 本文入力部分の Content-Disposition:パラメータリストから本文出力部分の
Content-Disposition:パラメータリストにコピーする Content-Disposition:パ
ラメータのリストです。n = 0, 1, 2...です。IN-PARAMETER-NAME-n句で一致し
たMIMEパラメータ名をコピーする引数とします。引数にはワイルドカードを
使用できます。特に、*という引数を使用すると、元の Content-Disposition:

パラメータはすべてコピーされます。

OUT-DESCRIPTION MIME Content-Descriptionが入力MIME Content-Descriptionと異なる場合
に、MIMEContent-Descriptionを出力します。

OUT-MODE 変換ファイルを読み取って保存するモードです。BLOCK (バイナリ形式および
実行型形式)と TEXTがあります。

OUT-ENCODING メッセージが再組み立てされるときに、変換ファイルに適用するエンコード
です。

アクションパラメータ (メッセージ部分のアクションを指定)

COMMAND 変換を実行するためのコマンドで、このパラメータは必須です。変換を実行
するためのコマンドで、このパラメータは必須です。コマンドが指定されて
いない場合、このエントリは無視されます。パスの指定には、「\」ではな
く「/」を使用します。例: command="D:/tmp/mybat.bat"

DELETE 0または 1に設定します。このフラグが設定されている場合は、メッセージ部
分が削除されます。(メッセージにこの部分しかない場合は、1つの空白のテ
キスト部分に置き換えられる。)
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表 13–6変換パラメータ (続き)
パラメータ 説明

RELABEL RELABEL=1では、Outputパラメータで指定したMIMEラベルに変更されます。
Relabel=0では何も変更されません。通常、ラベルの変更は間違ったラベルが
付いている部分に対して行います (例: Content-type:
application/octet-streamから Content-type: application/msword)。これに
よってユーザーは、その部分をファイルに保存してプログラムで開かなくて
も、「ダブルクリック」で開くことができます。

SERVICE-COMMAND SERVICE-COMMAND=commandは、MIMEメッセージ全体 (MIMEヘッダーと内容本
文部分)で動作するサイト提供の手順を実行します。また、ほかの
CHARSET-CONVERSION操作や変換チャネルの操作とは異なり、サービスコ
マンドは独自でMIME逆アセンブリ、デコード、再エンコード、および再ア
センブリを行います。このフラグが付いていると、変換チャネルの処理中に
エントリが無視されます。その代わり、SERVICE-COMMANDエントリは文字
セット変換の処理中に実行されます。パスの指定には、「\」ではなく「/」を
使用します。例: command="D:/tmp/mybat.bat"

情報引き渡しパラメータ (サイト提供プログラムと情報のやりとりを行う)

DPARAMETER-SYMBOL-n Content-dispositionパラメータ値が存在する場合に保存される環境変数。n =
0, 1, 2, ...です。各 DPARAMETER-SYMBOL-nは、Content-Disposition:パラメータ
リストから順番に (たとえば n=0は最初のパラメータ、n=2は 2番目のパラ
メータ)抽出され、指定した環境変数に使用してサイト提供のプログラムを実
行します。

PARAMETER-SYMBOL-n Content-Typeパラメータ値が存在する場合に保存される環境変数。n = 0, 1, 2, ...
です。各 PARAMETER-SYMBOL-nは、Content-Type:パラメータリストから順番に
(たとえば n=0は最初のパラメータ、n=2は 2番目のパラメータ)抽出され、同
じ名前の環境変数に使用してサイト提供のプログラムを実行します。
IN-PARAMETER-NAME-n句で一致したMIMEパラメータ名を変換する変数名を引
数とします。

MESSAGE-HEADER-FILE 環境変数 MESSAGE_HEADERSで指定したファイルに対してメッセージの元の
ヘッダーをすべてまたは一部書き込みます。書き込まない場合もあります。1
に設定すると、すぐに本文部分を封入する元のヘッダーは環境変数
MESSAGE_HEADERSで指定したファイルに書き込まれます。2に設定すると、
メッセージの元のヘッダー全体 (最初と最後のメッセージヘッダー)がファイ
ルに書き込まれます。

ORIGINAL-HEADER-FILE 0または 1に設定します。1に設定した場合は、封入する MESSAGE/RFC822部分
の元のヘッダー (本文部分ではない)が環境変数 ORIGINAL_HEADERSで表される
ファイルに書き込まれます。

OVERRIDE-HEADER-FILE 0または 1に設定します。1に設定した場合は、MIMEヘッダー行は変換
チャネルによって環境変数 OUTPUT_HEADERSから読み取られ、封入するMIME
部分の元のヘッダー行を無視します。

OVERRIDE-OPTION-FILE OVERRIDE-OPTION-FILE=1の場合、変換チャネルは OUTPUT_OPTIONS環境変数の
オプションを読み取ります。
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表 13–6変換パラメータ (続き)
パラメータ 説明

PART-NUMBER ドット文字を伴った整数で、a. b. c...のように表示されます。MIME本文部分
の番号を示します。

アラビア語文字セットの自動検出
アラビア語文字セットを自動的に検出するために、新しい auto_efプログラムが追加され
ました。

変換チャネルから auto_efプログラムを呼び出して、アラビア語文字セットのテキスト
メッセージのうち、ラベルのないメッセージまたは不正なラベルのメッセージのほとん
どを自動的に検出し、それらにラベルを付けることができます。ラベルのないメッセー
ジまたは間違ったラベルが付いているメッセージは、通常はアラビア語のYahooまたは
Hotmailから送信されたものです。

文字セットのラベルが正しく付いていないメッセージは、多くのメールクライアントで
正しく表示されません。

auto_efプログラムは、メッセージにMIMEContent-typeヘッダーが含まれている場合に
は、text/plainコンテンツタイプのメッセージのみを検査して処理します。メッセージに
MIMEContent-typeヘッダーが含まれていない場合、auto_efは強制的に text/plainコンテ
ンツタイプを追加します。

このプログラムを有効にするには、次の操作を行う必要があります。

� アラビア語文字セットを自動検出するには

msg_svr_base/configディレクトリのマッピングファイルを編集して、選択したソース
チャネルと宛先チャネルの変換チャネルを有効にします。インターネットからローカル
ユーザーに着信するすべてのメールの変換チャネルを有効にするには、次のようなセク
ションをマッピングファイルに追加します。

CONVERSIONS

IN-CHAN=tcp*;OUT-CHAN=ims-ms;CONVERT YES

INチャネルと OUTチャネルは、設定によって異なります。リレーMTAに配備する場合
は、これらのチャネルを設定に合わせて変更する必要があります。たとえば、次のよう
に指定します。

IN-CHAN=tcp*;OUT-CHAN=tcp*;CONVERT YES

すべてのチャネルについて有効にする場合は、次のように指定します。

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=*;CONVERT YES

1
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次の内容を含む変換ファイルを作成します。Messaging Serverの現在のバージョンのユー
ザーが所有し、読み取り権限を持つmsg_svr_base/configディレクトリに作成してくださ
い。
!

in-channel=*; out-channel=*;

in-type=text; in-subtype=*;

parameter-copy-0=*; dparameter-copy-0=*;

original-header-file=1; override-header-file=1;

command="msg_svr_base
/lib/arabicdetect.sh"

!

次のコマンドを使用してMTA設定をコンパイルします。
msg_svr_base/sbin/imsimta cnbuild

次のコマンドを使用して再起動します。

msg_svr_base/sbin/imsimta restart

文字セット変換とメッセージの再フォーマット
この節では、MTAによって内部的に実行される文字セット、書式設定、およびラベル変
換について説明します。ただし、この節の例の一部には、DECVMSや dチャネルなどの
古いまたは廃止された技術が使用されています。それらの技術は古いまたは廃止された
ものですが、その例はDECや dチャネルに限定されたものではありません。このような
例も、変換技術のしくみを説明するうえでは有効です。今後のリリースでは例を更新す
る予定です。

Messaging Serverの基本的なマッピングテーブルの 1つに、文字セット変換テーブルがあ
ります。このテーブルの名前を CHARSET-CONVERSIONと言います。チャネル間における文
字セット変換やメッセージフォーマット変換の種類を指定するために使用されます。

多くのシステムでは、文字セットおよびメッセージフォーマットの変換は不必要なた
め、このテーブルが使われることはありません。しかし、文字セット変換の必要性が生
じる場合もあります。たとえば、日本語版OpenVMSを実行しているサイトでは、現在イ
ンターネットで使用されている ISO-2022 KanjiとDECKanjiとの変換が必要になります。
あるいは、多国語文字が非常に多く使用されているために、MIMEで使用するよう指定
されている ISO-8859-1文字セットとDECMultinational Character Set (DEC-MCS)との多少
の相違が問題になるような場合にも、これら 2つの文字セットの間で実際の変換が必要
になります。

CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルは、メッセージのフォーマットを変更するため
にも使われます。MIME以外のいくつかのフォーマットをMIMEに変換する機能が提供
されます。MIMEエンコードおよび構造に変更を加えることもできます。これらのオプ
ションは、MIMEまたはMIMEのサブセットだけをサポートするシステムにメッセージ
を送る際に使用されます。また、場合によっては、MIMEフォーマットから非MIME
フォーマットへの変換も可能です。

2

3

4
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MTAは 2つの方法によって CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルをプローブします。1
回目のプローブは、MTAがメッセージフォーマットを変換すべきか、また変換する場合
はどのフォーマットオプションを使用すべきかを決定するために実行されます。(フォー
マット変換が指定されていない場合、特定の文字セットへの変換に関するチェックは行
われない。)このプローブには、次のような形式の入力文字列が使用されます。

IN-CHAN=in-channel;OUT-CHAN=out-channel;CONVERT

in-channelはソースチャネル (メッセージの送信元)の名前、out-channelは宛先チャネル
(メッセージの送信先)の名前です。一致するソースチャネルおよび宛先チャネルがある
場合は、その結果がコンマで区切られたキーワードリストの文字列として表示されま
す。表 13–7に、キーワードの一覧を示します。

表 13–7CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルのキーワード

キーワード 説明

Always out-channelに送信する前にメッセージが変換チャネルを通過する場
合でも、変換を実行します。

Appledouble Appledoubleフォーマット以外のMacMIMEフォーマットを
Appledoubleフォーマットに変換します。

Applesingle Applesingleフォーマット以外のMacMIMEフォーマットを
Applesingleフォーマットに変換します。

BASE64 MIMEエンコードを BASE64に切り替えます。このキーワードはす
でにエンコードされたメッセージ部分のみに適用されます。
Content-transfer-encodingによるメッセージ、7BITまたは 8bitは、特
別なエンコードは不要であるため、この BASE64オプションによる
影響を受けません。

Binhex Binhexフォーマット以外のMacMIMEフォーマット、または
MacintoshタイプおよびMacクリエータ情報を含む部分を Binhex
フォーマットに変換します。

Block MacMIMEフォーマット部分からデータフォークのみを抽出しま
す。

Bottom message/rfc822本文部分 (転送メッセージ)をメッセージ内容部分と
ヘッダー部分に「フラット化」します。

Delete message/rfc822本文部分 (転送メッセージ)をメッセージ内容部分
に「フラット化」し、転送ヘッダーを削除します。

Level 重複するマルチパートレベルをメッセージから削除します。

Macbinary Macbinaryフォーマット以外のMacMIMEフォーマット、または
MacintoshのタイプやMacクリエータ情報を含む部分をMacbinary
フォーマットに変換します。

No 変換を無効にします。
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表 13–7CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルのキーワード (続き)
キーワード 説明

QUOTED-PRINTABLE MIMEエンコードをQUOTED-PRINTABLEに切り替えます。

Record,Text テキスト部分を 80バイトのところで折り返します。

Record,Text= n テキスト部分を nバイトのところで折り返します。

RFC1154 メッセージをRFC 1154フォーマットに変換します。

Top message/rfc822本文部分 (転送メッセージ)をヘッダー部分とメッセー
ジ内容部分とに「フラット化」します。

UUENCODE MIMEエンコードをX-UUENCODEに切り替えます。

Yes 変換を有効にします。

文字セットの変換
プローブを行い、メッセージフォーマットを変換する必要があると判断した場合、MTA
はメッセージにおける各部分のチェックを開始します。テキスト部分はすべて検出さ
れ、その文字セットのパラメータは 2回目のプローブに使用されます。ただし、変換が
必要であると判断されるまで 2回目のプローブは行われません。2回目のプローブを行う
ための入力文字列は次のとおりです。

IN-CHAN=in-channel;OUT-CHAN=out-channel;IN-CHARSET=in-char-set

in-channelと out-channelの部分は前述の例と同じです。in-char-setは該当する部分の文字
セット名を示します。この 2回目のプローブで一致するものがない場合、文字セットの
変換は行われません (ただし、フォーマットの変換、たとえばMIME構造への変換など
は、最初のプローブで一致したキーワードに基づいて行われる)。一致するものが見つ
かった場合は、次の文字列が返されます。

OUT-CHARSET=out-char-set

この場合、in-char-setは out-char-setが示す文字セットに変換されます。これらの文字
セットは、MTAテーブルディレクトリに含まれる文字セット定義テーブル charsets.txt

内で定義されているものでなくてはなりません。文字セットがこのファイル内で適切に
定義されていないと、変換は行われません。しかし、このファイルの中には現在もっと
も利用度の高い数百種の文字セットが定義されているため、特に心配する必要はないで
しょう。charsets.txtファイルの詳細については、imsimta chbuild (UNIXおよびNT)
ユーティリティーの説明を参照してください。

すべての条件が満たされると、MTAは文字セットマッピングを作成し、変換を実行しま
す。変換されたメッセージ部分のラベルは、変換後の文字セット名に変更されます。

文字セット変換マッピングの機能は拡張されて、次に示す機能が新しく追加されまし
た。
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� マッピングエントリの出力テンプレートに IN-CHARSETオプションを指定できます。こ
のオプションがある場合、エンコードされた単語で指定されている文字セットよりも
優先されます。

� RELABEL-ONLYオプションを指定できます。このオプションは、整数 0または 1を受け
入れます。このオプションの値が 1の場合、OUT-CHARSETは IN-CHARSETに置き換わる
だけで、ラベルの変更は行いません。

� IN-CHARSETオプションを使用して入力文字セットを *に設定すると、文字セットから
適切なラベルを察知できるようになります。

例 13–2 ISO-8859-1からUTF-8への変換およびその逆の変換

ローカルで使用している ISO-8859-1を、インターネットで使用するためにUTF-8に変換
する必要があるとします。さらに、インターネットへの接続は tcp_localを通して行わ
れ、内部メッセージの発信と配信は tcp_internalと ims-msで行われるとします。次に示
す CHARSET-CONVERSIONテーブルは、このような変換を実現します。各 IN-CHANエントリ
は、それぞれを単一の行にする必要があります。円記号 (\)はこれを示すために使用され
ています。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=tcp_internal;OUT-CHAN=tcp_local;CONVERT Yes

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=tcp_internal;CONVERT Yes

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=ims-ms;CONVERT Yes

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=*;CONVERT No

IN-CHAN=tcp_internal;OUT-CHAN=tcp_local;IN-CHARSET=ISO-8859-1 OUT-CHARSET=UTF-8

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=tcp_internal;IN-CHARSET=UTF-8 OUT-CHARSET=ISO-8859-1

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=ims-ms;IN-CHARSET=UTF-8 OUT-CHARSET=ISO-8859-1

例 13–3EUC-JPから ISO-2022-JPへの変換およびその逆の変換

次に示す CHARSET-CONVERSIONテーブルは、ローカルで使用している EUC-JPと ISO 2022
ベースの JPコードとの変換を指定しています。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=ims-ms;OUT-CHAN=ims-ms;CONVERT No

IN-CHAN=tcp_internal;OUT-CHAN=ims-ms;CONVERT No

IN-CHAN=tcp_internal;OUT-CHAN=tcp_internal;CONVERT No

IN-CHAN=tcp_internal;OUT-CHAN=*;CONVERT Yes

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=ims-ms;CONVERT Yes

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=tcp_internal;CONVERT Yes

IN-CHAN=tcp_internal;OUT-CHAN=*;IN-CHARSET=EUC-JP OUT-CHARSET=ISO-2022-JP

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=ims-ms;IN-CHARSET=ISO-2022-JP OUT-CHARSET=EUC-JP

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=tcp_internal;IN-CHARSET=ISO-2022-JP OUT-CHARSET=EUC-JP

文字セット変換とメッセージの再フォーマット

第 13章 • 定義済みチャネルを使用する 447



メッセージフォーマットの変換
前述したように、CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルはMIMEフォーマットと数種
のメーカー独自のメールフォーマット間における添付ファイルの変換にもかかわりがあ
ります。

このあとの各項では、CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルによって可能なその他の
メッセージフォーマット変換の例を紹介します。

非MIMEバイナリ添付ファイルの変換
メッセージの処理にかかわるチャネルで CHARSET-CONVERSIONが有効になっている場合、
MIME以外の非標準フォーマットを使用しているメール、たとえばMicrosoftMail
(MSMAIL) SMTPゲートウェイからのメールは、自動的にMIMEフォーマットに変換され
ます。tcp_localチャネルが存在する場合は通常、このチャネルがMicrosoftMail SMTP
ゲートウェイからのメッセージを着信します。次の例は、ローカルユーザー宛の
メッセージのフォーマット変換を有効にするものです。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=ims-ms;CONVERT Yes

ほかのローカルメールシステムに対するチャネルのエントリを追加することもできま
す。たとえば、tcp_internalチャネルのエントリは次のようになります。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=l;CONVERT Yes

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=tcp_internal;CONVERT Yes

すべてのチャネルに対してフォーマット変換を有効にするには、OUT-CHAN=ims-msを
OUT-CHAN=*に変更します。ただし、こうすると tcp_localチャネルからのメールがすべて
チェックされることになるため、特定のチャネルに限定する場合より、処理時間が長く
なる可能性があります。

さらに、このように無差別な変換を設定すると、エンベロープおよび関連する転送情報
部分のみを変換して転送処理だけを実行すればよいはずのメッセージ (システムを通過す
るだけのメッセージなど)に対してまで不必要な変換処理が行われるため、システムが信
頼できない不安定な状態になる可能性があります。

MIMEをMicrosoftMail SMTPゲートウェイが理解できるフォーマットに変換するには、
MTA設定ファイルでMicrosoftMail SMTPゲートウェイ専用のチャネル (tcp_msmailなど)
を設定し、マッピングファイルに次の内容を追加します。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=tcp_msmail;CONVERT RFC1154
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MIMEヘッダーのラベル変更
ユーザーエージェントやゲートウェイによっては、より正確なMIMEヘッダーを作成す
るために十分な情報があるにもかかわらず、比較的無益なMIMEヘッダーを作成するも
のもあります。もっとも良い方法はそのようなエージェントやゲートウェイの設定を適
切に変更することですが、それが不可能な場合には有用なMIMEヘッダーを構築するよ
うにMTAを設定します。

最初のプローブの際に CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルが Yesまたは Alwaysキー
ワードを返した場合、MTAは conversionsファイルが存在するかどうかを確認します。
conversionsファイルが存在する場合、MTAはそのファイルをチェックして RELABEL=1と
いう記述があるかどうかを確認し、ある場合はそのエントリの指定に従ってMIMEラベ
ルを変換します。conversionsファイルのエントリについては、429ページの「変換処理を
制御するには」を参照してください。

たとえば、次のような CHARSET-CONVERSIONテーブルがあるとします。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=tcp_internal;CONVERT Yes

また、次のようなMTAconversionファイルエントリがあるとします。

out-chan=ims-ms; in-type=application; in-subtype=octet-stream;

in-parameter-name-0=name; in-parameter-value-0=*.ps;

out-type=application; out-subtype=postscript;

parameter-copy-0=*; relabel=1

out-chan=ims-ms; in-type=application; in-subtype=octet-stream;

in-parameter-name-0=name; in-parameter-value-0=*.msw;

out-type=application; out-subtype=msword;

parameter-copy-0=* relabel=1

これらを組み合わせた結果、メッセージは tcp_localチャネルから ims-msチャネルに
ルーティングされます。さらに、受信時のMIMEラベルが application/octet-streamで
ファイル名パラメータの拡張子が psまたは mswの場合には、それぞれ
application/postscriptまたは application/mswordという新しいラベルが付けられます。(この
ラベル付けはより正確であり、元のユーザーエージェントやゲートウェイがメッセージ
に付けておくべきもの。)このようなラベル変更が特に役立つのは、
MIME-CONTENT-TYPES-TO-MRマッピングテーブルと組み合わせる場合です。このテーブル
は、結果として得られたMIMEタイプを変換して適切な MRTYPEタグに戻すために使用さ
れます。この処理が最適に動作するためには、正確なMIMEラベル付けが必要です。す
べてのコンテンツタイプに application/octet-streamとだけラベル付けされている場合、
MIME-CONTENT-TYPES-TO-MRマッピングテーブルでは、これらすべてを 1種類の MRTYPEに
変換することしかできません。

前述の例と、次のような MIME-CONTENT-TYPES-TO-MRマッピングテーブルエントリについ
て考えます。
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APPLICATION/POSTSCRIPT PS

APPLICATION/MSWORD MW

たとえば、受信時に次のようなラベルが付いているとします。

Content-type: application/octet-stream; name=stuff.ps

このラベルは次のように変更されます。

Content-type: application/postscript

その後、PostScriptであることをメッセージルーターに知らせる PSという MRTYPEタグに
変換されます。

逆方向のラベル変換が役立つ場合もあります。逆方向のラベル変換とは、具体的な
MIME添付ファイルラベルを、一般的なバイナリデータを表す application/octet-streamと
いうラベルに「ダウングレード」することを意味します。特に、具体的なMIMEラベル
の「ダウングレード」は、convert_octet_streamチャネルキーワードとの組み合わせで
mime_to_x400チャネル (PMDF-X400)または xapi_localチャネル (PMDF-MB400)で使用さ
れることがよくあります。その目的は、すべてのMIMEバイナリ添付ファイルをX.400
bodypart 14形式に強制的に変換することです。

たとえば、次のような CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルがあるとします。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=mime_to_x400*;CONVERT Yes

また、次のような PMDF conversionsファイルエントリがあるとします。

out-chan=mime_to_x400*; in-type=application; in-subtype=*;

out-type=application; out-subtype=octet-stream; relabel=1

out-chan=mime_to_x400*; in-type=audio; in-subtype=*;

out-type=application; out-subtype=octet-stream; relabel=1

out-chan=mime_to_x400*; in-type=image; in-subtype=*;

out-type=application; out-subtype=octet-stream; relabel=1

out-chan=mime_to_x400*; in-type=video; in-subtype=*;

out-type=application; out-subtype=octet-stream; relabel=1

これらを組み合わせた結果、mime_to_x400*チャネルに送られるすべてのメッセージにつ
いて、さまざまな特定のMIME添付ファイルラベルが一般的な application/octet-streamラ
ベルにダウングレードされます (convert_octet_streamが適用されるようにするため)。

MacMIMEフォーマットの変換
Macintoshファイルには、Macintosh特有の情報を含むリソースフォークと、ほかのプ
ラットフォームで使用できるデータを含むデータフォークの 2つの部分があります。さ
らに、Macintoshファイルの転送には一般に 4種類の異なるフォーマットが使用されるた
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め、Macintoshファイルを転送するにはより複雑な処理が必要となります。Applesingle、
Binhex、およびMacbinaryフォーマットは、MacintoshリソースフォークとMacintoshデー
タフォークを 1つにエンコードしたものから成り立っています。Appledoubleフォー
マットの場合は、リソースフォークとデータフォークがそれぞれ独立した部分として存
在しています。このため、Macintosh以外のプラットフォームでは、リソースフォーク部
分を無視してデータフォーク部分のみを使用できるAppledoubleがもっとも便利です。逆
に、Macintoshへの送信には、ほかの 3種類のフォーマットが便利です。

MTAは、これらのMacintoshフォーマット間の変換を実行することができます。MTAは
CHARSET-CONVERSIONキーワードである Appledouble、Applesingle、Binhex、および
MacbinaryによってMacMIMEフォーマット部分をそれぞれmultipart/appledouble、
application/applefile、application/mac-binhex40、または application/macbinaryのMIME
フォーマットに変換します。さらに、Binhexまたは Macbinaryキーワードは、MIME
Content-type:ヘッダーに X-MAC-TYPEおよび X-MAC-CREATORパラメータを含む特定の
MacMIME以外のフォーマットへの変換も要求します。CHARSET-CONVERSIONキーワードの
Blockは、MTAに対し、MacMIMEフォーマット部分のデータフォークのみを抽出し、リ
ソースフォークを破棄するよう要求します (ただし、このキーワードを使用すると一部の
情報が失われるため、Appledoubleキーワードの使用をお勧めする)。

たとえば、次の CHARSET-CONVERSIONテーブルは、VMSMAILメールボックスまたは
GroupWiseポストオフィスに配信するときはAppledoubleフォーマットに変換すること
と、メッセージルーターチャネルに配信するときはMacbinaryフォーマットに変換するこ
とをMTAに指示します。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=l;CONVERT Appledouble

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=wpo_local;CONVERT Appledouble

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=tcp_internal;CONVERT Macbinary

この場合、すでにMacMIMEフォーマットが使用されている部分のみがAppledouble
フォーマットに変換されます。Macbinaryフォーマットへの変換は、すでにいずれかの
MacMIMEフォーマットになっている部分に適用されます。また、MacMIMEフォー
マットでない部分には、MIMEContent-type:ヘッダーにX-MAC-TYPEパラメータと
X-MAC-CREATORパラメータが含まれている場合だけ適用されます。

Appledoubleまたは Blockフォーマットへの変換には、元のMacintoshファイルに含まれる
Macintoshクリエータおよびタイプ情報に基づいてAppledoubleまたは Blockフォーマット
の部分のデータフォークに付けるMIMEラベルを指定するために、
MAC-TO-MIME-CONTENT-TYPESマッピングテーブルが使用されることもあります。このテー
ブルのプローブには、format|type|creator|filenameの形式が使用されます。formatの値には
SINGLE、BINHEX、MACBINARYのどれかが指定され、typeの値にはMacintoshタイプ情
報 (16進)、creatorの値にはMacintoshクリエータ情報 (16進)、そして filenameの値には実
際のファイル名が指定されます。

たとえば、ims-msチャネルにメッセージを送る場合にAppledoubleフォーマットに変換
し、MACBINARYまたは BINHEX部分からMSWordまたは PostScriptに変換されたド
キュメントに特定のMIMEラベルを付けるには、次のテーブルが適切です。
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CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=*;OUT-CHAN=ims-ms;CONVERT Appledouble

MAC-TO-MIME-CONTENT-TYPES

! PostScript

MACBINARY|45505346|76677264|* APPLICATION/POSTSCRIPT$Y

BINHEX|45505346|76677264|* APPLICATION/POSTSCRIPT$Y

! Microsoft Word

MACBINARY|5744424E|4D535744|* APPLICATION/MSWORD$Y

BINHEX|5744424E|4D535744|* APPLICATION/MSWORD$Y

マッピングエントリのテンプレート (右側)に $Yフラグが設定されていない場合、指定し
たラベルは付けられません。MTAテーブルディレクトリ内の mac_mappings.sampleファイ
ルには、その他の種類の添付ファイルに関するサンプルエントリが記載されています。

MacMIME以外のフォーマットが使用されている部分を BinhexまたはMacbinaryフォー
マットに変換するには、X-MAC-TYPEおよびX-MAC-CREATORMIMEContent-type:パラ
メータ値が必要です。通常これらのパラメータ値を持たない部分にそれを強要するため
にMIMEラベルの変換を実行することも可能です。

サービス変換
MTAの変換サービス機能をサイト提供のプロシージャと一緒に使用すると、新しい形式
のメッセージを作成することができます。前述の CHARSET-CONVERSIONや conversion

チャネルの場合は個別のMIMEメッセージ部分を操作しますが、変換サービスはすべて
のMIMEメッセージ部分 (MIMEヘッダーと内容)およびMIMEメッセージ全体を操作し
ます。また、ほかの CHARSET-CONVERSION操作や変換チャネルの操作とは異なり、変換
サービスは独自でMIME逆アセンブリ、デコード、再エンコード、および再アセンブリ
を行います。

ほかの CHARSET-CONVERSION操作と同様に、変換サービスは CHARSET-CONVERSIONマッピン
グテーブルを通じて有効化されます。CHARSET-CONVERSIONマッピングテーブルを最初に
プローブした結果が Yesまたは Alwaysキーワードの場合、MTAは conversionsファイル
が存在するかどうかをチェックします。conversionsファイルが存在する場合は、ファイ
ル内に SERVICE-COMMANDを指定するエントリがあるかどうかを確認し、ある場合はそれを
実行します。conversionsファイルのエントリの形式は次のとおりです。

in-chan=channel-pattern;

in-type=type-pattern; in-subtype=subtype-pattern;

service-command=command

ここでコマンド文字列に注目してください。これは、たとえばドキュメントコンバータ
を呼び出すなどのサービス変換を行うために必要なコマンドです。このコマンドが実行
されると、変換を必要とするメッセージを含む入力ファイルが処理され、新しい
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メッセージテキストを含む出力ファイルが生成されます。UNIXでは、コマンドが成功し
た場合には 0、失敗した場合にはその他の値で終了する必要があります。

たとえば、次のような CHARSET-CONVERSIONテーブルがあるとします。

CHARSET-CONVERSION

IN-CHAN=bsout_*;OUT-CHAN=*;CONVERT Yes

また、UNIXで次のようなMTAconversionsファイルエントリがあるとします。

in-chan=bsout_*; in-type=*; in-subtype=*;

service-command="/pmdf/bin/compress.sh compress $INPUT_FILE $OUTPUT_FILE"

これらを組み合わせた結果、BSOUTチャネルから届くすべてのメッセージが圧縮されま
す。

入力ファイル名、出力ファイル名、メッセージのエンベロープ受取人アドレスを含む
ファイルの名前などを渡すためには、環境変数が使われます。これらの 3つの環境変数
は次のとおりです。

� INPUT_FILE -処理する入力ファイルの名前
� OUTPUT_FILE -生成する出力ファイルの名前
� INFO_FILE -エンベロープ受取人アドレスを含むファイルの名前

この 3つの環境変数の値は、通常の方法でコマンド行に代入することができます。UNIX
では、変数名の前に「$」記号を挿入します。たとえば、INPUT_FILEと OUTPUT_FILEの値
が a.inと a.outである場合に、UNIXで次のように宣言したとします。

in-chan=bsout_*; in-type=*; in-subtype=*;

service-command="/pmdf/bin/convert.sh $INPUT_FILE $OUTPUT_FILE"

結果として、次のコマンドが実行されます。

/pmdf/bin/convert.sh a.in a.out
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スパムとウィルスのフィルタ処理プログ
ラムをMessaging Serverに統合する

この章では、Messaging Serverを使用して、スパムおよびウィルスのフィルタ処理ソフト
ウェアを統合および設定する方法について説明します。この章で説明するスパムおよ
びウィルスのフィルタ処理技術は、変換チャネルによって提供される技術よりも強力で
す (426ページの「変換チャネル」を参照)。Messaging Serverでは、Symantec Brightmail
AntiSpam、SpamAssassin、および Internet ContentAdaptation Protocol (ICAP、RFC 3507)が
サポートするスパム防止/ウィルス防止プログラム (SymantecAntiVirus Scan Engineなど)が
サポートされています。

注 –この章のスパム防止またはスパムのフィルタ処理機能についての参照は、該当する場
合には、ウィルス防止またはウィルスのフィルタ処理機能にも当てはまります。製品に
よって、両方の機能を提供するものもあれば (Brightmail)、スパムのフィルタ処理機能の
み (SpamAssassin)、またはウィルスのフィルタ処理機能のみ (SymantecAntiVirus Scan
Engine)を提供するものもあります。また、spamは設定パラメータで一般的に使用されま
す。

この章には、次の節があります。

� 456ページの「スパムのフィルタ処理プログラムをMessaging Serverに統合する—動作
方式」

� 456ページの「サードパーティーのスパムのフィルタ処理プログラムを配備および設
定する」

� 469ページの「Symantec BrightmailAntiSpamを使用する」
� 474ページの「SpamAssassinを使用する」
� 487ページの「SymantecAnti-Virus Scanning Engine (SAVSE)を使用する」
� 493ページの「Sieve拡張のサポート」

14第 1 4 章

455



スパムのフィルタ処理プログラムをMessaging Serverに
統合する—動作方式

Messaging Serverから見ると、スパム防止ソリューションはどれも同じように動作しま
す。

1. Messaging Serverは、スパムのフィルタ処理ソフトウェアにメッセージのコピーを送信
します。

2. スパムのフィルタ処理ソフトウェアは、メッセージを分析し、スパムかどうかの判定
を返します。プログラムによっては、SpamAssassinのようにスパムスコアを含む判定
も返します。スパムスコアは、メッセージがスパムである確率を数値で示すもので
す。

3. Messaging Serverは、この判定を読み取り、メッセージに対して Sieveアクションを実
行します (465ページの「スパムメッセージに対して実行するアクションを指定する」
を参照)。

スパムのフィルタ処理プログラムは、プロトコルを介してMTAと対話します。Symantec
AntiVirus Scan Engineなどの ICAPベースのプログラムで使用するような標準プロトコ
ル、Brightmailで使用するような独自のプロトコル、または、SpamAssassinで使用するよ
うな非標準のプロトコルが使用可能です。各プロトコルには、MTAとのインタフェース
のためのソフトウェアのフックが必要です。Brightmailおよび SpamAssassinは、メッセー
ジングサーバーと最初に統合できるスパムのフィルタ処理プログラムです。MTAは現
在、ICAPを使用するプログラムをサポートしています。

サードパーティーのスパムのフィルタ処理プログラムを
配備および設定する

Messaging Serverにサードパーティーのフィルタ処理ソフトウェアを配備するには、次に
示す 5つのアクションが必要です。

� 配備するスパムのフィルタ処理プログラムと、配備先のサーバー数を決定します。
Messaging Serverでは、最大 4種類のスパムおよびウィルス防止プログラムを使用して
着信メッセージをフィルタ処理できます。これらのプログラムは、個々のシステム
上、単一のシステム配備のMessaging Serverと同じシステム上、または 2層配備の
MTAと同じシステム上で実行できます。必要なサーバー数は、メッセージ負荷、ハー
ドウェアのパフォーマンス、およびほかの要因によって異なります。サイトでのハー
ドウェア要件を決定するガイドラインについては、スパムのフィルタ処理ソフト
ウェアのマニュアルを参照するか、販売代理店にお問い合わせください。

� スパムのフィルタ処理ソフトウェアをインストールして構成します。この情報につい
ては、スパムのフィルタ処理ソフトウェアのマニュアルを参照するか、販売代理店に
お問い合わせください。
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� フィルタ処理のクライアントライブラリをロードおよび構成します。このためには、
MTAoption.datファイルにクライアントライブラリと設定ファイルを指定して、さら
にフィルタ処理ソフトウェアの設定ファイルに必要なオプションを設定する必要があ
ります。457ページの「スパムのフィルタ処理ソフトウェアのクライアントライブラ
リをロードおよび構成する」

� フィルタ処理を実行するメッセージを指定します。ユーザー、ドメイン、または
チャネルごとにメッセージをフィルタ処理できます。458ページの「フィルタ処理を
行うメッセージを指定する」

� スパムに対して行う処置を指定します。スパムは、破棄したり、フォルダにファイリ
ングしたり、件名にタグ付けしたりできます。465ページの「スパムメッセージに対
して実行するアクションを指定する」

注 –以前のバージョンのMessaging Serverでサポートされていたのは、Brightmailフィルタ
処理技術のみでした。このため、キーワードとオプションには、sourcebrightmailまた
は Brightmail_config_fileのような名前が付けられていました。これらのキーワードと
オプションは、sourcespamfilterまたは spamfilter_config_fileなどの、より一般的な
名前に変更されています。以前の Brightmailの名前は、互換性のために保持されていま
す。

スパムのフィルタ処理ソフトウェアのクライアン
トライブラリをロードおよび構成する
それぞれのスパムフィルタ処理プログラムは、Messaging Serverのクライアントライブラ
リファイルと設定ファイルを提供します。クライアントライブラリをロードおよび構成
するには、次の 2つのことが必要です。

� option.datファイルに、スパムのフィルタ処理ソフトウェアのライブラリパス
(spamfilter X_library)と設定ファイル (spamfilterX_config_file )を指定します。こ
れら以外にも、スパムのフィルタ処理の LDAP属性やスパムメッセージに実行する
Sieveアクションを指定するためのいくつかのオプションがあります。

� スパムのフィルタ処理ソフトウェアの設定ファイルに、必要なオプションを指定しま
す。それぞれのスパムフィルタ処理プログラムには、個々の設定ファイルおよび設定
オプションがあります。これらについては、フィルタ処理ソフトウェアの節およびス
パムのフィルタ処理ソフトウェアのマニュアルで説明しています。469ページ
の「Symantec BrightmailAntiSpamを使用する」、および 487ページの「Symantec
Anti-Virus Scanning Engine (SAVSE)を使用する」を参照してください。

スパムのフィルタ処理ソフトウェアのライブラリパスを指定する
Messaging Serverは、メッセージに対して最大 4種類のフィルタ処理システムを呼び出せ
ます。たとえば、SymantecAntiVirus Scan Engineと SpamAssassinの両方を使用して
メッセージを実行できます。それぞれのフィルタ処理ソフトウェアは、1から 4までの番
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号で識別されます。これらの番号は、各種のスパムフィルタオプション、LDAP属性、お
よびチャネルキーワードの一部として表示され、フィルタの ID番号としてXが使用され
ます。たとえば、sourcespamfilterX optinまたは spamfilterX _config_fileのようにな
ります。キーワードまたはオプション名から ID番号を省略した場合、デフォルトは 1で
す。

次の option.dat設定では、Messaging Serverが SymantecAntiVirus Scan Engineと
SpamAssassinの両方を使用してメッセージをフィルタ処理するように指定しています。

spamfilter1_library=Symantec_Library_File
spamfilter1_config_file=Symantec_Config_File
spamfilter2_library=SpamAssassin_Library_File
spamfilter2_config_file=SpamAssassin_Config_File

ほかのオプションまたはキーワードを使用してシステムを設定する場合は、オプション
またはキーワードの最後に対応する番号を指定してください。たとえば、
sourcespamfilter2optinは SpamAssassinを参照します。sourcespamfilter1optinは
SymantecAntiVirus Scan Engineを参照します。連続した番号を使用する必要はありませ
ん。たとえば、SymantecAntiVirus Scan Engineを一時的に無効にするには、
spamfilter1_library設定ファイルをコメントアウトするだけですみます。

フィルタ処理を行うメッセージを指定する
スパムのフィルタ処理ソフトウェアのインストールが完了してMessaging Serverで使用可
能になったら、フィルタ処理を行うメッセージを指定する必要があります。Messaging
Serverでは、ユーザー、ドメイン、またはチャネルごとにメッセージのフィルタ処理を行
うように設定できます。それぞれの場合について、次の節で説明します。

� 458ページの「フィルタ処理を行うメッセージを指定する」
� 459ページの「ユーザーレベルのフィルタ処理の例」
� 461ページの「ドメインレベルのフィルタ処理の例」

注 – optinという表現は、ユーザー、ドメイン、またはチャネルのいずれにメールの
フィルタ処理を受信させるかを選択することを意味します。

� ユーザーレベルのフィルタ処理を指定するには
ユーザーごとにフィルタ処理を指定したほうがよい場合があります。たとえば、スパム
またはウィルスのフィルタ処理を ISPの顧客に対するプレミアムサービスとして提供する
場合に、サービスを受けるユーザーと受けないユーザーを指定できます。ユーザーごと
のフィルタ処理を行うための一般的な手順は、次のとおりです。
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スパムのフィルタ処理ソフトウェアを起動するユーザー LDAP属性を指定します。
option.datに、LDAP_OPTINXオプションを設定します。次に例を示します。
LDAP_OPTIN1=SymantecAV

LDAP_OPTIN2=SpamAssassin

スパムのフィルタ処理の対象となるユーザーエントリにフィルタ属性を設定します。

フィルタ属性は複数値を持ち、サーバーによって異なります。手順 1の例を使用した場
合のエントリを次に示します。

SymantecAV: virus

SpamAssassin: spam

ウィルスとスパムの両方をフィルタ処理できる Brightmailのようなプログラムの場合、有
効な値は spamおよび virusです。複数値を持つ属性として使用する場合、それぞれの値
に個別の属性を入力する必要があります。たとえば、Brightmailのフィルタ属性が
Brightmailに設定されている場合のエントリは次のとおりです。

Brightmail: spam

Brightmail: virus

ユーザーレベルのフィルタ処理の例
この例では、Brightmailが使用されていると仮定しています。また、option.datファイル
で LDAP_OPTIN1が Brightmailに設定されているとします。Otis Fanningというユーザーに
は、そのユーザーエントリの Brightmail属性が spamおよび virusに設定されています。こ
のユーザーのメールには、Brightmailによってスパムとウィルスのフィルタ処理が行われ
ます。459ページの「ユーザーレベルのフィルタ処理の例」は、Otis Fanningに対する
Brightmailのユーザーエントリを示しています。

例 14–1Brightmail用のLDAPユーザーエントリの例

dn: uid=fanning,ou=people,o=sesta.com,o=ISP

objectClass: person

objectClass: organizationalPerson

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: inetUser

objectClass: ipUser

objectClass: inetMailUser

objectClass: inetLocalMailRecipient

objectClass: nsManagedPerson

objectClass: userPresenceProfile

cn: Otis Fanning

sn: fanning

initials: OTF

givenName: Otis

pabURI: ldap://ldap.siroe.com:389/ou=fanning,ou=people,o=sesta.com,o=isp,o=pab

mail: Otis.Fanning@sesta.com

mailAlternateAddress: ofanning@sesta.com

1

2
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例 14–1Brightmail用のLDAPユーザーエントリの例 (続き)

mailDeliveryOption: mailbox

mailHost: manatee.siroe.com

uid: fanning

dataSource: iMS 5.0 @(#)ims50users.sh 1.5a 02/3/00

userPassword: password

inetUserStatus: active

mailUserStatus: active

mailQuota: -1

mailMsgQuota: 100

Brightmail: virus

Brightmail: spam

SymantecAntiVirus Scan Engineおよび SpamAssassinが使用された場合、エントリは次のよ
うになります。

SymantecAV: virus

SpamAssassin: spam

469ページの「Symantec BrightmailAntiSpamを使用する」、474ページの「SpamAssassinを
使用する」、または 487ページの「SymantecAnti-Virus Scanning Engine (SAVSE)を使用す
る」を参照してください。

� ドメインレベルのフィルタ処理を指定するには
フィルタ処理の対象となるドメインを指定できます。この機能の使用例は、スパム防止
またはウィルス防止のフィルタ処理を ISPドメインの顧客に対するプレミアムサービスと
して提供する場合です。ドメインのフィルタ処理を指定するための一般的な手順は、次
のとおりです。

フィルタ処理ソフトウェアを起動するドメイン LDAP属性を指定します。

option.datに LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTINXオプションを設定します。次に例を示します。
LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTIN1=SymantecAV

LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTIN2=SpamAssassin

フィルタ属性をスパムのフィルタ処理の対象となるドメインエントリに設定します。

フィルタ属性は複数値を持ち、サーバーによって異なります。手順 1の例を使用した場
合のエントリを次に示します。

SymantecAV: virus

SpamAssassin: spam

ウィルスとスパムの両方をフィルタ処理できる Brightmailのようなプログラムの場合、有
効な値は spamおよび virusです。複数値を持つ属性として使用する場合、それぞれの値

1

2
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に個別の属性値を入力する必要があります。たとえば、LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTIN1が
Brightmailに設定されている場合のエントリは次のとおりです。

Brightmail: spam

Brightmail: virus

ドメインレベルのフィルタ処理の例

この例では、Brightmailが使用されていると仮定しています。また、option.datファイル
で LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTIN1が Brightmailに設定されているとします。Sun LDAPスキー
マ 1のDCツリーの sesta.comドメインエントリでは、Brightmail属性は spamおよび virus

に設定されています。Sun LDAPスキーマ 2の場合、ドメインエントリに Brightmailを設
定して、スパムのフィルタ処理の対象にします。

sesta.comに送信されるすべてのメールは、Brightmailによってスパムおよびウィルス用
にフィルタ処理されます。461ページの「ドメインレベルのフィルタ処理の例」に例を示
します。

例 14–2Brightmail用のLDAPドメインエントリの例

dn: dc=sesta,dc=com,o=internet

objectClass: domain

objectClass: inetDomain

objectClass: mailDomain

objectClass: nsManagedDomain

objectClass: icsCalendarDomain

description: DC node for sesta.com hosted domain

dc: sesta

inetDomainBaseDN: o=sesta.com,o=isp

inetDomainStatus: active

mailDomainStatus: active

mailDomainAllowedServiceAccess: +imap, pop3, http:*

mailRoutingHosts: manatee.siroe.com

preferredMailHost: manatee.siroe.com

mailDomainDiskQuota: 100000000

mailDomainMsgQuota: -1

mailClientAttachmentQuota: 5

Brightmail: spam

Brightmail: virus

SymantecAntiVirus Scan Engineおよび SpamAssassinが使用された場合、エントリは次のよ
うになります。

SymantecAV: virus

SpamAssassin: spam
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このほかの例と詳細については、469ページの「Symantec BrightmailAntiSpamを使用す
る」、474ページの「SpamAssassinを使用する」、または 487ページの「Symantec
Anti-Virus Scanning Engine (SAVSE)を使用する」を参照してください。

� チャネルレベルのフィルタ処理を指定するには
ソースチャネルまたは宛先チャネルによるフィルタ処理を行うと、スパムのフィルタ処
理の柔軟性と精度が大幅に向上します。たとえば、次のようなフィルタ処理を実行する
とします。

� 特定のMTAリレーからバックエンドメッセージストアへのメッセージだけをフィル
タ処理します。

� 特定のMTAからのすべての着信メールをフィルタ処理します。
� 特定のMTAからのすべての送信メールをフィルタ処理します。
� 特定のMTAからのすべての送信および着信メールをフィルタ処理します。

Messaging Serverにより、ソースチャネルまたは宛先チャネルによるフィルタ処理を指定
できます。このためのメカニズムは、表 14–1で説明するチャネルキーワードです。次の
例は、チャネルレベルのフィルタ処理の設定方法を示しています。

メッセージをバックエンドメッセージストアのホストに送信するすべての SMTPサーバー
の imta.cnfファイルに書き換えルールを追加します。次に例を示します。

msg_store1.siroe.com $U@msg_store1.siroe.com

その書き換えルールと対応するチャネルを destinationspamfilterXoptinキーワードを使
用して追加します。次に例を示します。

tcp_msg_store1 smtp subdirs 20 backoff "pt5m" "pt10" "pt30" \

"pt1h" “pt2h” “pt4h” maxjobs 1 pool IMS_POOL \

fileinto $U+$S@$D destinationspamfilter1optin spam

msg_store1.siroe.com

チャネルレベルのフィルタ処理の例

ここに示す例では、番号 1によって指定されるフィルタ処理プログラムを想定していま
す。次の表のキーワードが使用されています。

1

2
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表 14–1スパムフィルタ用のMTAチャネルキーワード

チャネルキーワード 説明

destinationspamfilterXoptin これらのサービスがユーザーまたはドメインによって
LDAP_OPTIN LDAP属性で指定されていない場合でも、この
チャネル宛のすべてのメッセージがスパム防止ソフト
ウェアXによってフィルタ処理されることを指定します
。(ソフトウェアXのフィルタ処理は option.datの
spamfilterX_libraryによって定義される。)フィルタパラ
メータはフィルタ処理プログラムによって異なり、キー
ワードのあとに続きます。たとえば、Brightmailのパラ
メータは通常、spamまたは virusまたは spam,virusです。
SpamAssassinのパラメータは spamです。

この例では、メッセージストア宛のメールはすべて、スパ
ムでないかスキャンされます。

ims-ms destinationspamfilter1optin spam,virus. . .

sourcespamfilterXoptin これらのサービスがユーザーまたはドメインによって
LDAP_OPTIN LDAP属性で指定されていない場合でも、この
チャネルから発信されるすべてのメッセージがスパム防止
ソフトウェアXによってフィルタ処理されることを指定し
ます。キーワードのあとにはシステム全体のデフォルトパ
ラメータが続きます。使用できるパラメータはフィルタ処
理プログラムによって異なります。たとえば、Brightmail
の場合のパラメータは、spamまたは virusまたは
spam,virusです。SpamAssassinの場合、パラメータは spam

です。switchchannelが有効な場合、このキーワードは
switched-toチャネルに入れられます。

例 1:MTAリレーから msg_store1.siroe.comというバックエンドメッセージストアへのす
べてのメールを、スパムおよびウィルス用にフィルタ処理します。

� MTAリレーからバックエンドメッセージストアへのフィルタ処理
を行うには

メッセージをバックエンドメッセージストアのホストに送信する imta.cnfファイルに、
書き換えルールを追加します。次に例を示します。

msg_store1.siroe.com $U@msg_store1.siroe.com

その書き換えルールと対応するチャネルを destinationspamfilterXoptinキーワードを使
用して追加します。次に例を示します。

tcp_msg_store1 smtp subdirs 20 backoff “pt5m” “pt10” “pt30” “pt1h” \

“pt2h” “pt4h” maxjobs 1 pool IMS_POOL fileinto $U+$S@$D \

destinationspamfilter 1optin spam,virus
msg_store1.siroe.com

1

2
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例 2:MTAを通過するすべての着信メールをスパム用にフィルタ処理します (通常、すべ
ての着信メッセージは tcp_localチャネルを通過する)。

tcp_local smtp mx single_sys remotehost inner switchchannel \

identnonelimited subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL \

maytlsserver maysaslserver saslswitchchannel tcp_auth \

sourcespamfilter1optin spam
tcp-daemon

例 3:MTAを通過するすべてのインターネットへの発信メールをフィルタ処理します。
(通常、インターネットへのすべての発信メッセージは tcp_localチャネルを通過する。)

tcp_local smtp mx single_sys remotehost inner switchchannel \

identnonelimited subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL \

maytlsserver maysaslserver saslswitchchannel tcp_auth \

destinationspamfilter1optin spam tcp-daemon

例 4:MTAを通過するすべての着信および発信メールをフィルタ処理します。

tcp_local smtp mx single_sys remotehost inner switchchannel \

identnonelimited subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL \

maytlsserver maysaslserver saslswitchchannel tcp_auth \

sourcespamfilter1optin spam destinationspamfilter1optin spam
tcp-daemon

例 5:ユーザーの optinを使わずに、2層システムにあるローカルメッセージストア宛のす
べてのメールをフィルタ処理します。

ims-ms smtp mx single_sys remotehost inner switchchannel \

identnonelimited subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL \

maytlsserver maysaslserver saslswitchchannel tcp_auth \

destinationspamfilter1optin spam
tcp-daemon

例 6:すべての着信および発信メールをスパムおよびウィルス用にフィルタ処理します (使
用するソフトウェアがスパムとウィルスの両方をフィルタ処理することを前提とする)。

tcp_local smtp mx single_sys remotehost inner switchchannel \

identnonelimited subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL \

maytlsserver maysaslserver saslswitchchannel tcp_auth \

destinationspamfilter1optin spam,virus sourcespamfilter1optin \
spam,virus
tcp-daemon
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スパムメッセージに対して実行するアクションを
指定する
スパムのフィルタ処理プログラムは、メッセージを分析し、スパムかどうかの判定を現
在のバージョンのMessaging Serverに返します。そのあとMessaging Serverは、メッセー
ジに応じたアクションを実行します。アクションは、Sieveメールフィルタ処理言語を
使って指定します。指定できるアクションは、メッセージの破棄、フォルダへのファイ
リング、ヘッダーの追加、件名へのタグの追加などです。if-then-elseステートメントを含
む複雑な Sieveスクリプトも指定できます。

注 –複雑な Sieve構文については、Sieve仕様 3028を参照してください。
http//www.cyrusoft.com/sieve/ (http://www.cyrusoft.com/sieve/)も参照してください。

Sieveスクリプトは、表 14–2で説明するMTAスパムフィルタオプション (option.dat )で
指定します。主なスパムフィルタアクションのオプションは、NULL値がスパム判定値と
して返されたときに実行される Sieveルールを指定する SpamfilterX_null_actionと、文
字列がスパム判定として返されたときに実行される Sieveルールを指定する
SpamfilterX_string_actionです。

スパムのフィルタ処理プログラムは、通常、文字列またはNULL値をMTAに返して、
メッセージがスパムであることを示します。プログラムによっては、スパムスコアも返
します。スパムスコアは、スパムであるメッセージまたはスパムではないメッセージの
確立を示す数値です。このスコアは、アクションシーケンスの一部として使用できま
す。次の例は、フィルタ処理を行うメッセージに対するアクションの指定方法を示して
います。それぞれの例では、番号 1によって指定されるフィルタ処理プログラムを想定
しています。

例 1: NULL判定値を含むスパムメッセージをファイル SPAM_CANにファイリングします。

spamfilter1_null_action=data:,require "fileinto"; fileinto "SPAM_CAN”;

同じアクションを、次の文字列を返すスパムメッセージで実行できます。

spamfilter1_string_action=data:,require "fileinto"; fileinto "SPAM_CAN”;

例 2:返された判定文字列を含むスパムメッセージを、その判定文字列のあとに指定され
ているファイル内にファイリングします。$Uがこれを実行します。つまり、返される判
定文字列が spamの場合、メッセージは spamというファイルに保存されます。

spamfilter1_null_action=data:,require "fileinto"; fileinto "$U”;

例 3:文字列判定値を含むスパムメッセージを破棄します。

spamfilter1_string_action=data:,discard

同じアクションを、NULL値を返すスパムメッセージで実行できます。
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spamfilter1_null_action=data:,require "fileinto"; fileinto "SPAM_CAN”;

例 4:この行では、文字列判定値によってスパムであると判断された各メッセージに、
ヘッダー Spam-test: FAILを追加しています。

spamfilter1_string_action=data:,require ["addheader"];addheader "Spam-test: FAIL”;

例 5:この行では、文字列を返すスパムメッセージの件名に、文字列 [PROBABLE SPAM]を
追加しています。

spamfilter1_string_action=data:,addtag “[PROBABLE SPAM]”;

例 6:この行では、ヘッダーに resent-fromおよび User-1がある場合は、文字列判定値が
仮定され、スパムメッセージがメールボックス testspamにファイリングされます。
メッセージにこのヘッダーがない場合、メッセージは spamにファイリングされます。

spamfilter1_string_action=data:,require "fileinto"; \

if header :contains ["resent-from"] ["User-1"] { \

fileinto "testspam"; \

} else { \

fileinto "spam";};

判定文字列はほとんどのスパムフィルタソフトウェアで設定できるため、返される文字
列に応じてさまざまなアクションを指定できます。これは、対応するペアの spamfilterX
_verdict_nオプションと、spamfilterX_action_nオプションを使って実行できます。

例 7:これらの対応するペアのオプションは、判定文字列 removeが返されたスパム
メッセージを破棄します。

spamfilter1_verdict_0=remove

spamfilter1_action_0=data:,discard

スパム判定文字列の指定方法については、該当のスパムフィルタ処理ソフトウェアの節
を参照してください。

表 14–2MTAスパムフィルタオプション (option.dat)

SpamAssassin用のMTAオプション 説明

SpamfilterX_config_file フィルタ処理ソフトウェアX設定ファイルのフルパスとファイル名を指定しま
す。デフォルト:なし

SpamfilterX_library フィルタ処理ソフトウェアX共有ライブラリのフルパスとファイル名を指定しま
す。デフォルト:なし
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表 14–2MTAスパムフィルタオプション (option.dat) (続き)
SpamAssassin用のMTAオプション 説明

SpamfilterX_optional フィルタ処理ライブラリXによって報告された障害を、一時的な処理の失敗とし
て処理するか無視するかを制御します。デフォルト値 0は、スパムのフィルタ処理
の問題により一時的な処理の障害が発生すると指定します。この値を 1に変更する
と、スパムフィルタの処理は場合によってはライブラリ障害のフィルタ処理をス
キップしますが、すべてではありません。特に、システムがライブラリコードを
返さずにスタックすると、一部のMTAもスタックすることがあります。-2と 2も
設定できます。これらは、それぞれ 0および 1と同じですが、スパムフィルタプラ
グインによって問題が報告された場合に syslogメッセージが送信される点で異なり
ます。

デフォルト: 0

LDAP_optinX ユーザー単位でフィルタ処理ソフトウェアXを有効にするために使用する LDAP属
性の名前を指定します。これは、inetMailUserオブジェクトクラス内の属性であ
る必要があります。

属性自体には複数の値を指定でき、大文字小文字は区別されます。SpamAssassinの
場合、値は小文字の spamにする必要があります。

デフォルト:なし

LDAP_domain_attr_optinX ドメイン単位でフィルタ処理ソフトウェアXを有効にするために使用する LDAP属
性の名前を指定します。宛先ドメインに適用されます。オブジェクトクラス
mailDomainn内にある必要がある以外は、LDAP_optinnと同様です。

デフォルト:なし

SpamfilterX_null_optin LDAP_optinXまたは LDAP_domain_attr_optinXで定義される属性の値として見つ
かった場合に、属性がそこにはないかのようにMTAを機能させる文字列を指定し
ます。つまり、そのエントリに対するフィルタ処理を無効にします。458ページ
の「フィルタ処理を行うメッセージを指定する」を参照してください。

デフォルト:空の文字列です。空の optin属性は、デフォルトでは無視されます。
(これは、iPlanetMessaging Server 5.2からの変更。5.2では、空の optin属性は空の
optinリストでフィルタ処理をトリガした。5.2の動作は、spamfilterX_null_optin
を実際には発生することのない文字列に設定することによって復元できる。)

SpamfilterX_null_action フィルタ処理ソフトウェアXの判定がNULLで返された場合にメッセージの処理を
指定する Sieveルールを定義します。Sieve式は、ファイルURLを使って外部的に保
存できます。例: file:///var/opt/SUNWmsgsr/config/null_action.sieve また、アド
レスがスパムの送信に使用されていた、関係のない相手に非配信通知を配信する
傾向があるため、スパムを拒否するときに Sieve拒否アクションを使用しないでく
ださい。デフォルト: data:,discard;
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表 14–2MTAスパムフィルタオプション (option.dat) (続き)
SpamAssassin用のMTAオプション 説明

SpamfilterX_string_action 判定が文字列で返された場合にメッセージの処理を指定する Sieveルールを定義し
ます。Sieve式は、ファイルURLを使って外部的に保存できます。例:
file:///var/opt/SUNWmsgsr/config/null_action.sieveまた、アドレスがスパムの
送信に使用されていた、関係のない相手に非配信通知を配信する傾向があるた
め、スパムを拒否するときに Sieve拒否アクション (reject)を使用しないでくださ
い。

デフォルト: data:,require "fileinto"; fileinto "$U;

ここで、$Uは verdictが返した文字列です。

spamfilterX_verdict_n spamfilterX_verdict_nオプションと spamfilterX_action_nオプションは対応する
ペア、nは 0から 9の数字です。これらのオプションにより、任意の判定文字列に
Sieveフィルタを指定できます。これは、spamfilterX_verdict_ nおよび
spamfilterX_action_nを、それぞれ判定文字列および Sieveフィルタに設定するこ
とによって行われます。ここで、nは 0から 9の整数です。たとえば、サイト
で「reject」判定によって Sieve拒否アクションを発生させるには、次のように指定
します。

spamfilter1_verdict_0=reject
spamfilter1_action_0=data:,require "reject";

reject "Rejected by spam filter";

spamfilterX _verdict_nオプションと対応するアクションのオプションすべてのデ
フォルト値は、空の文字列です。

デフォルト:なし

spamfilterX_action_ n spamfilterX_verdict_ nを参照してください。デフォルト:なし

spamfilterX_final 一部のフィルタ処理ライブラリには、受取人アドレスに基づいて一連のアク
ションを実行する機能があります。spamfilterX_finalは、フィルタ処理ライブラ
リに渡される受取人アドレスを指定します。値が 0の場合はいわゆる中間アドレス
を使用し、1の場合は最終形式の受取人アドレスを送信します。

デフォルト: 0
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表 14–2MTAスパムフィルタオプション (option.dat) (続き)
SpamAssassin用のMTAオプション 説明

optin_user_carryover 転送はスパムフィルタ処理に対するチャレンジです。forward配信オプションを指
定し、別のユーザーの転送アドレスを指定するユーザーエントリを考慮します。
さらに、ユーザーエントリは、一部の固有のフィルタ処理に optinするように設定
します。フィルタ処理を転送されるメッセージに適用すべきでしょうか。これに
対し、1人の特定のユーザーにとって正しいフィルタ処理を選択しても、ほかの
ユーザーにとっては正しい選択ではない場合もあります。また、サイトのセ
キュリティーポリシーに違反する手段としてフィルタ処理操作が省かれることも
あります。

すべてのケースに対応できる 1つの答えはないため、OPTIN_USER_CARRYOVERは、ス
パムのフィルタ処理の optinリストが転送されるときに、あるユーザーエントリま
たはエイリアスエントリから別のエントリに転送される方法を制御します。これ
はビットエンコード値です。ビット値には、次のような意味があります。

ビット 0 (値 1):各 LDAPユーザーエントリは、以前アクティブだったユーザーまた
はドメインの optinよりも無条件で優先されます。

ビット 1 (値 2):ユーザーのドメインに optin属性がある場合、以前アクティブ
だったユーザー、ドメイン、エイリアスよりも優先されます。

ビット 2 (値 4):ユーザーに optin属性がある場合、以前アクティブだったユー
ザー、ドメイン、エイリアスよりも優先されます。

ビット 3 (値 8): [optin]非定位置パラメータで指定した optinは、以前アクティブ
だったユーザー、ドメイン、エイリアスよりも優先されます。

デフォルト: 0 (ユーザーが別のユーザーに転送する配信オプションを持つ場合、
optinが累積する。このデフォルトにより、転送時にサイトのセキュリティーポリ
シーが有効であることが保証される。ほかの設定では保証されない場合がある。)

SymantecBrightmailAntiSpamを使用する
Brightmailソリューションは、Brightmailサーバーおよびスパムとウィルスを防止する
ルールで構成され、ルールのリアルタイムの更新版は電子メールサーバーにダウンロー
ドされます。次に示す節も加えて参照してください。

� 469ページの「Brightmailの機能」
� 472ページの「Brightmailの要件とパフォーマンスの考慮」
� 472ページの「Brightmailを配備する」
� 473ページの「Brightmail設定オプション」

Brightmailの機能
Brightmailサーバーは顧客のサイトに配備されます。Brightmailでは、電子メールプロー
ブがインターネット周辺に配置され、新しいスパムを検出します。Brightmailの技術者は
リアルタイムでこのスパムを阻止するカスタムルールを作成します。ルールは Brightmail

Symantec BrightmailAntiSpamを使用する
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サーバーにダウンロードされます。これもリアルタイムで行われます。Brightmailのデー
タベースは更新され、Brightmailサーバーは特定のユーザーまたはドメインの電子メール
に対してこのデータベースフィルタを使用します。

Brightmailのアーキテクチャー
図 14–1に、Brightmailのアーキテクチャーを示します。

図 14–1BrightmailとMessaging Serverのアーキテクチャー

Brightmail Logistics andOperations Center (BLOC)が電子メールプローブからスパムを受信
すると、オペレータがただちに適切なスパムフィルタ処理ルールを作成します。作成さ
れたルールは、Brightmailの顧客のマシンにダウンロードされます。同様に、Symantec

Symantec BrightmailAntiSpamを使用する
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Security Responseのリアルタイムのウィルスルールが Brightmailから送信されます。これ
らのルールは顧客の Brightmailサーバーでスパムやウィルスを検出するために使用されま
す。

MTAは Brightmail SDKを使用して Brightmailサーバーと通信します。MTAは Brightmailか
らの応答に基づいてメッセージを送信します。MTAはメール (1a)または (1b)を受信する
と、Brightmailサーバー (2)にメッセージを送信します。Brightmailサーバーはルールと
データを使用してメッセージがスパムやウィルスであるかどうか判断し (3)、判定をMTA
に返します。その判定に基づいて、MTAはメッセージを破棄するか、フォルダに保存す
るか (4a)、通常どおり宛先に配信するか (4b)のいずれかを実行します。

Brightmail SDKはサードパーティーのソフトウェアなので、Sunのインストールキットに
は含まれていません。Brightmail SDKおよびサーバーソフトウェアは、Brightmail Inc.から
入手する必要があります。MTAには、Brightmailを統合するために Brightmail SDKをロー
ドするかどうか、どこにロードするかを指定する構成設定があります。

SDKがロードされると、Brightmailのメッセージ処理は複数の係数と細分度 (アクティブ
な処理が optinであることを示す、Brightmailで使用される用語)によって決定されます。
これは、次の基準に基づいて示されます。

� ソースチャネルまたは宛先チャネルは Brightmailに対して有効になっているかどうか
(imta.cnf)

� optinされたサービス用のチャネルのデフォルトはあるかどうか ( imta.cnf)
� ドメイン単位の optinがあるかどうか (LDAP)
� ユーザー単位の optinがあるかどうか (LDAP)

各メッセージ受取人にとっては、上記の optinとデフォルトは組み合わされています。つ
まり、チャネルのデフォルトがすでにスパムとウィルスの両方に対して指定されていれ
ば、ユーザー単位の optinは不要になります。言い換えると、システム管理者が全員に対
してスパムとウィルスのフィルタ処理を行うことを決定すれば、ユーザーにスパムや
ウィルスの対策を選択させる必要はないということです。システムまたはドメインオプ
ションによってすでにユーザーが optinしている場合、処理を optin解除する (そのサービ
スを不要とする)ことはできません。また、サービスを optinしていて、別のアドレスに
メールを転送した場合、そのアドレスはフィルタ処理が実行されたあとにメールを受信
します。

提供されるサービスは、ウィルス検出またはスパム検出の 2つのみです。Brightmailで
は、「content-filtering」サービスも提供されますが、この機能は Sieveを使用して提供さ
れるため、Brightmailで Sieveフィルタ処理を実行した場合の付加価値はありません。

メッセージにウィルスが含まれていると判明した場合は、ウィルスを除去するように
Brightmailサーバーを設定でき、これによって除去済みのメッセージがMTAに再送信さ
れます。ウィルス除去済みのメッセージが再送信されると、元のメッセージから情報が
失われることによって生じる副次的な悪影響があるため、MTAに除去済みのメッセージ
を再送信しないように Brightmailを設定することをお勧めします。メッセージがスパムで
ある場合、Brightmailからその設定とともに返された判定に基づいて、MTAはメッセージ
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の処理を決定できます。メッセージは、破棄したり、フォルダにファイリングしたり、
件名にスパムまたはウィルスとしてタグ付けしたり、Sieveルールに渡したり、通常どお
り INBOXに配信したりできます。

Brightmailサーバーは、MTAと同一システム上に配置することも、別のシステムに配置す
ることもできます。任意の数のMTAを実行する Brightmailサーバーのファームを構築す
ることもできます。Brightmail SDKでは、Brightmail設定ファイルによって使用する
Brightmailサーバーが決定されます。

Brightmailの要件とパフォーマンスの考慮
� Brightmailサーバーは Solarisオペレーティングシステムで実行する必要があります。
� Brightmailがスパムとウィルスの両方のチェックを実行する場合、MTAのメッセージ
スループットは 50%ほど低下する可能性があります。MTAのスループットを維持す
るには、各MTAにつき 2台の Brightmailサーバーが必要です。

� SpamAssassinにはユーザー単位で別の種類のフィルタ処理を実行する機能があります
が、同じメッセージに 2つの別のフィルタ処理基準を同時に適用することはできませ
ん。このため、SpamAssassinではシステム全体のフィルタ処理のみ可能です。個々の
ユーザーに対するフィルタ処理はできません。

Brightmailを配備する
次に示す手順を実行して、Brightmailを配備します。

� Brightmailをインストールして構成します。インストールおよび設定情報について
は、Brightmailソフトウェアマニュアルを参照するか、販売代理店にお問い合わせく
ださい。一部の Brightmail設定オプションについては 473ページの「Brightmail設定オ
プション」に示しますが、完全な最新の情報は Brightmailのマニュアルを参照してく
ださい。

� Brightmailクライアントライブラリをロードおよび構成します。このためには、
Brightmailクライアントライブラリ libbmiclient.soと設定ファイル configをMTAに
対して指定する必要があります。457ページの「スパムのフィルタ処理ソフトウェア
のクライアントライブラリをロードおよび構成する」を参照してください。

� スパム用にフィルタ処理するメッセージを指定します。ユーザー、ドメイン、または
チャネルごとにメッセージをフィルタ処理できます。458ページの「フィルタ処理を
行うメッセージを指定する」を参照してください。

� スパムメッセージに対して実行するアクションを指定します。スパムは、破棄した
り、フォルダにファイリングしたり、件名にタグ付けしたりできます。465ページ
の「スパムメッセージに対して実行するアクションを指定する」を参照してくださ
い。

� 必要に応じてほかのMTAフィルタ設定パラメータを設定します。表 14–2を参照して
ください。
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Brightmail設定オプション
一部の Brightmail設定ファイルオプションについては、表 14–3に示します。Brightmail設
定ファイルオプションの完全なリストは、Brightmailから入手できます。オプションおよ
び値は大文字と小文字が区別されません。

表 14–3Brightmail設定ファイルオプション (一部)

Brightmailオプション 説明

blSWPrecedence 1つのメッセージが複数の判定を受けることがあります。その場合、このオ
プションで順序を指定します。このオプションを virus-spamと指定した場
合、メッセージに対して先にウィルス処理、次にスパム処理が行われま
す。判定はハイフン (-)で区切られます。これは Sun Java SystemMessaging
Serverで Brightmailを使用する場合に推奨される設定です。

blSWClientDestinationDefault スパムでもウィルスでもなく、したがって判定を受けない通常のメッセー
ジの配信方法を指定します。このようなメールを通常に配信するには、値
として inboxを指定します。デフォルトはありません。

blSWLocalDomain この属性ではローカルとみなされるドメインを指定します。いくつかのド
メインがすべてローカルとみなされ、それを指定する場合は、この属性の
行は複数になることがあります。ローカルドメインと外部ドメインを使用
して、判定のための 2種類の処理を指定します。

次の blSWClientDestinationLocalと blSWClientDestinationForeignを参照し
てください。たとえば、次のように指定します。

blSWLocalDomain=siroe.com
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表 14–3Brightmail設定ファイルオプション (一部) (続き)
Brightmailオプション 説明

blSWClientDestinationLocal このオプションではローカルドメイン用に判定とアクションのペアを指定
します。この指定は通常 2行で行われ、1行はスパム用、もう 1行はウィル
ス用です。値は verdict|actionという形式をとります。次に例を示しま
す。

blSWClientDestinationLocal=spam|spambox

blSWClientDestinationLocal=virus|

「null」アクション (|の右側に指定なし)に対するデフォルトの Brightmail解
釈は、メッセージを破棄することです。したがって、上記の例では判定が
virusであるメッセージは破棄されます。また、判定が spamである場合、
上記の例では spamboxというフォルダにメッセージが保存されます。
メッセージがスパムでもウィルスでもない場合、判定は一致せず、前出の
blSWClientDestinationDefault の設定内容に基づいてメールは通常どおり
配信されます。

BrightmailサーバーをMTAと別のマシンで使用している場合には、各MTA
によって実行されるアクションをカスタマイズできます。それには次の
MTAオプションを使用して Brightmailサーバーから返されるアクションや
判定を無効にします。
Brightmail_verdict_n/Brightmail_action_n/Brightmail_null_action/Brightmail_string_action。
この例では、MTAで別の Brightmail_null_actionを使用してウィルスアク
ション (MTAのアクションを無効にするアクション)を無効にできます。ま
たは Brightmail_verdict_0=spamboxと Brightmail_action_0=data:,require

"fileinto";fileinto "Junk";を使用して、spamboxの代わりに Junkという
フォルダに保存できます。

blSWClientDesintationForeign 上記の blSWClientDestinationLocalと同じ形式と内容です。ただし、ロー
カル以外のドメインのユーザーに適用されます。

blSWUseClientOptin Sun Java SystemMessaging Serverで使用する場合は、常にTRUEに設定してく
ださい。

blswcServerAddress ip:port[,ip:port,...]という形式で Brightmailサーバーの IPアドレスと
ポート番号を指定します。

SpamAssassinを使用する
この節には、次の項があります。

� 475ページの「SpamAssassinの概要」
� 475ページの「SpamAssassin/Messaging Serverの動作方式」
� 476ページの「SpamAssassinの要件と使用法の考慮」
� 476ページの「SpamAssassinを配備する」
� 477ページの「SpamAssassin設定の例」
� 482ページの「SpamAssassinをテストする」
� 483ページの「SpamAssassinオプション」
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SpamAssassinの概要
Messaging Serverでは、SpamAssassinの使用がサポートされています。SpamAssassinはフ
リーウェアのメールフィルタで、スパムの特定に使用されます。SpamAssassinは Perlで
記述されたライブラリ、アプリケーションのセット、および SpamAssassinのメッセージ
ングシステムへの統合に使用するユーティリティーで構成されています。

SpamAssassinでは、すべてのメッセージのスコアが計算されます。スコアは、メッセー
ジヘッダーや本文の情報に対して一連のテストを実行することによって計算されます。
各テストに成功するか失敗するかによって、True (スパム)または False (スパムではない)
がレンダリングされます。スコアは正または負の実数です。スコアが指定したしきい値
(通常 5.0)を超えると、スパムであるとみなされます。SpamAssassinの結果文字列の例を
次に示します。

True ; 18.3 / 5.0

Trueは、メッセージがスパムであることを示します。18.3は SpamAssassinスコアです。
5.0はしきい値です。

SpamAssassinには高い設定性があります。テストはいつでも追加したり削除したりで
き、既存テストのスコアは調整されます。これらはすべてさまざまな設定ファイルを通
じて実行されます。SpamAssassinの詳細については、SpamAssassinのWebサイトを参照
してください。

Brightmailのスパムおよびウィルススキャンライブラリを呼び出す場合と同じ方法で
SpamAssassin spamdサーバーに接続できます。Messaging Serverで提供するモジュールの名
前は libspamass.soです。

SpamAssassin/Messaging Serverの動作方式
spamdは SpamAssassinのデーモンバージョンであり、MTAから呼び出すことができま
す。spamdは、要求のソケットを待機し、子プロセスを生成してメッセージがテストされ
るようにします。子プロセスは、メッセージが処理され結果が戻されたあと、破棄され
ます。コード自体は子プロセス間で共有されるため、理論上、フォークは効率的なプロ
セスであるはずです。

SpamAssassinインストールによるクライアント部分、spamcは、使用されません。代わり
に、Messaging Serverの一部である libspamass.soという共有ライブラリによってこの機能
が実行されます。libspamass.soは、Brightmail SDKの読み込みと同じように読み込まれ
ます。

MTAから見ると、SpamAssassinとスパムのフィルタ処理用の Brightmailは、ほぼ透過的に
切り替えることができます。同じ機能を持っているわけではないので、完全に透過的と
いうわけではありません。たとえば、Brightmailではウィルス用のフィルタ処理も行えま
すが、SpamAssassinはスパム用のフィルタ処理にしか使われません。この 2つのソフト
ウェアパッケージによって返される結果、つまり判定も、異なります。SpamAssassinが
スコアを提供するのに対し、Brightmailは判定名のみを提供します。このため、設定にも
いくつかの違いがあります。
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MTAと一緒に SpamAssassinを使用すると、SpamAssassinからはスコアと判定のみが返さ
れます。メッセージ自体は変更されません。つまり、ヘッダーの追加や件名の変更のよ
うなオプションは、Sieveスクリプトによって行う必要があります。また、modeオプ
ションを使用すると、判定を示すために返す文字列を指定できます。文字列の選択肢
は、NULL、デフォルト、SpamAssassinの結果文字列、または verdict文字列です。詳細
は、483ページの「SpamAssassinオプション」を参照してください。

SpamAssassinの要件と使用法の考慮
� SpamAssassinはフリーウェアです。ソフトウェアとマニュアルについては、

http//www.spamassassin.orgを参照してください。
� SpamAssassinは、スパムを非常に正確に検出できるよう調整し設定することができま
す。調整はユーザーと SpamAssassinコミュニティーが行うものです。Messaging Server
は SpamAssassinで実行できる内容を提供したり拡張したりはしません。

� 特定のメンバーが利用可能でない場合、SpamAssassinによるスループットの低下は
Brightmailの場合より大きいと思われます。

� MTAと統合された SpamAssassinは、ユーザー、ドメイン、またはチャネルに対して有
効にできます。

� SpamAssassinは、Vipul RazorまたはDistributed ChecksumClearinghouse (DCC)のような
そのほかのオンラインデータベースを使って設定できます。

� Messaging Serverは Secure Socket Layer (SSL)バージョンの libspamass.soを提供しませ
ん。ただし、OpenSSLを使うように SpamAssassinを構築できます。

� Perl 5.6以降が必要です。

SpamAssassinを実行する場所
SpamAssassinは、それ自体が置かれている個々のシステム上、単一のシステム配備の
Messaging Serverと同じシステム上、または 2層配備のMTAと同じシステム上で実行でき
ます。MTAとメッセージストア間で LocalMail Transfer Protocol (LMTP)が使われている場
合、フィルタ処理はMTAから呼び出す必要があります。メッセージストアから呼び出す
ことはできません。MTAとメッセージストア間で SMTPが使われている場合は、いずれ
か一方から呼び出すことができ、いずれかのシステムか 3つ目の別のシステムで実行で
きます。

SpamAssassinを実行するサーバーのファームを使用する場合は、それらの前でロードバ
ランサを使用する必要があります。MTAは、SpamAssassinサーバー用に 1つのアドレス
のみを持つよう設定されます。

SpamAssassinを配備する
次に示す手順を実行して、SpamAssassinを配備します。
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� SpamAssassinをインストールして構成します。インストールおよび設定情報について
は、SpamAssassinソフトウェアマニュアルを参照してください。483ページ
の「SpamAssassinオプション」も参照してください。

� SpamAssassinのクライアントライブラリをロードおよび構成します。このためには、
クライアントライブラリ libspamass.soと設定ファイルをMTAに対して指定する必要
があります (ファイルは作成する必要がある)。457ページの「スパムのフィルタ処理
ソフトウェアのクライアントライブラリをロードおよび構成する」を参照してくださ
い。

� スパム用にフィルタ処理するメッセージを指定します。ユーザー、ドメイン、または
チャネルごとにメッセージをフィルタ処理できます。458ページの「フィルタ処理を
行うメッセージを指定する」を参照してください。

� スパムメッセージに対して実行するアクションを指定します。スパムは、破棄した
り、フォルダにファイリングしたり、件名にタグ付けしたりできます。465ページ
の「スパムメッセージに対して実行するアクションを指定する」を参照してくださ
い。

� 必要に応じてほかのフィルタ設定パラメータを設定します。表 14–2を参照してくだ
さい。

SpamAssassin設定の例
この節では、一般的な SpamAssassin設定の例について説明します。

� 477ページの「スパムを個別のフォルダにファイリングするには」
� 479ページの「スパムメッセージに SpamAssassinスコアを含むヘッダーを追加する」
� 480ページの「件名行に SpamAssassinの結果文字列を追加するには」

注 –これらの例では、多数のオプションとキーワードを使用しています。表 14–1および
表 14–2を参照してください。

� スパムを個別のフォルダにファイリングするには
この例では、ローカルメッセージストアに届くメッセージをテストし、spamという
フォルダ内にスパムをファイリングします。最初の 3つのステップは任意の順序で実行
できます。

SpamAssassinの設定ファイルを作成します。

このファイルの名前と場所は、手順 2で指定したものです。適切な名前は
spamassassin.optです。このファイルには、次に示す行が含まれます。

host=127.0.0.1

port=2000

mode=0

verdict=spam

1
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debug=1

hostおよび portは、spamdが実行されているシステムの名前と、spamdが着信要求を待機
するポートです。mode=0は、メッセージがスパムとして認識された場合に、verdictに
よって指定された文字列が返されることを指定します。debug=1は、SpamAssassinライブ
ラリでデバッグをオンにします。表 14–4を参照してください。

option.datファイルに、次に示す行を追加します。

! for Spamassassin

spamfilter1_config_file=/opt/SUNWmsgsr/config/spamassassin.opt

spamfilter1_library=/opt/SUNWmsgsr/lib/libspamass.so

spamfilter1_optional=1

spamfilter1_string_action=data:,require "fileinto"; fileinto "$U";

spamfilter1_config_fileは、SpamAssassin設定ファイルを指定します。

spamfilter1_libraryは、SpamAssassin共有ライブラリを指定します。

spamfilter1_optional=1は、spamdによる失敗があった場合にMTAが操作を続行するこ
とを指定します。

spamfilter1_string_actionは、スパムメッセージに対して実行する Sieveアクションを指
定します。

この例では、spamfilter1_string_actionは必須ではありません。これは、デフォルト値
があらかじめ data:,require "fileinto"; fileinto "$U"; であるためです。この行では、
スパムメッセージがフォルダに送られることを指定しています。フォルダの名前は、
SpamAssassinによって返されるスパム判定値です。SpamAssassinによって返される値は、
spamassassin.optの verdictオプションによって指定されます。(手順 1を参照。)この例
では、フォルダ名は spamです。

フィルタ処理するメッセージを指定します。

ローカルメッセージストアに届くすべてのメッセージをフィルタ処理するには、ims-ms

チャネルの destinationspamfilterXoptin spamキーワードを追加して imta.cnfファイル
を変更します。

!

! ims-ms

ims-ms defragment subdirs 20 notices 1 7 14 21 28 backoff "pt5m" "pt10m"

"pt30m" "pt1h" "pt2h" "pt4h" maxjobs 4 pool IMS_POOL fileinto

$U+$S@$D destinationspamfilter1optin spam
ims-ms-daemon

設定をコンパイルしなおし、サーバーを再起動します。MTAを再起動するだけでかまい
ません。stop-msgを実行する必要はありません。

# imsimta cnbuild

# imsimta restart

2

3

4
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spamdデーモンを起動します。次の形式のコマンドを使用してこれを実行します。

spamd -d

spamdは、デフォルトではローカルシステムからの接続を受け入れるだけです。
SpamAssassinとMessaging Serverが別のシステム上で実行されている場合は、次の構文が
必要です。

spamd -d -i listen_ip_address -A allowed_hosts

listen_ip_addressは待機対象のアドレスであり、allowed_hostsはこの spamdインスタンスに
接続できる、認証されたホストまたはネットワークのリスト (IPアドレスを使用)です。

注 – -i listen_ip_addressで 0.0.0.0を設定すると、spamdにすべてのアドレスを待機させるこ
とができます。spamfilterX_verdict_ nを使用すると、システムの IPアドレスを変更し
たときにコマンドスクリプトを変更しなくても済むため、すべてのアドレスを待機する
ことをお勧めします。

� スパムメッセージに SpamAssassinスコアを含むヘッダーを追加
する
この例では、SpamAssassinによってスパムであると判断された各メッセージに、
ヘッダー Spam-test:結果文字列を追加しています。ヘッダーの例は次のとおりです。

Spam-test: True ; 7.3 / 5.0

Spam-test:はリテラルで、その後ろはすべて結果文字列です。Trueはそれがスパムであ
ることを意味し、Falseはスパムではないことを意味します。7.3は SpamAssassinスコア
です。5.0はしきい値です。この結果は、一定のスコアを超えたメールや一定のスコア間
のメールをファイリングまたは破棄できる、Sieveフィルタを設定する場合に便利です。

また、USE_CHECKを 0に設定すると、判定文字列とともに一致する SpamAssassinテストの
リストが返されます。表 14–4のUSE_CHECKを参照してください。

フィルタ処理するメッセージを指定します。詳細は、477ページの「スパムを個別の
フォルダにファイリングするには」の手順 3を参照してください。

SpamAssassinの設定ファイルを作成します。

このファイルの名前と場所は、spamfilter_configX_fileで指定したものです (次の手順
を参照)。このファイルには、次に示す行が含まれます。
host=127.0.0.1

port=2000

mode=1
field=
debug=1

5

1

2

SpamAssassinを使用する

第 14章 • スパムとウィルスのフィルタ処理プログラムをMessaging Serverに統合する 479



hostおよび portは、spamdが実行されているシステムの名前と、spamdが着信要求を待機
するポートです。mode=1は、メッセージがスパムであると判明した場合に SpamAssassin
の結果文字列が返されることを指定します。field=は、SpamAssassinの結果文字列のプ
レフィックスを指定します。この例では、プレフィックスは Sieveスクリプトで指定する
ため、必要ありません。debug=1は、SpamAssassinライブラリでデバッグをオンにしま
す。

option.datファイルに、次に示す行を追加します。

!for Spamassassin

spamfilte1r_config_file=/opt/SUNWmsgsr/config/spamassassin.opt

spamfilter1_library=/opt/SUNWmsgsr/lib/libspamass.so

spamfilter1_optional=1

spamfilter1_string_action=data:,require
["addheader"];addheader "Spam-test: $U";

前に示した例と同様、最初の 3つのオプションは、SpamAssassin設定ファイル、共有ライ
ブラリ、および、共有ライブラリで失敗があった場合にMTA操作を続行することを指定
します。そのあとに次の行が続いています。

spamfilter1_string_action=data:,require ["addheader"];addheader "Spam-test: $U";

この行は、スパムメッセージにヘッダーを追加することを指定します。ヘッダーには、
リテラルプレフィックス Spam-text:と、そのあとに SpamAssassinが返す文字列が含まれま
す。前の手順でmode=1を指定したため、SpamAssassin結果文字列が返されます。例:
True; 7.3/5.0

設定をコンパイルしなおし、サーバーを再起動して、spamdデーモンを起動します。

477ページの「SpamAssassin設定の例」を参照してください。

� 件名行に SpamAssassinの結果文字列を追加するには
SpamAssassinの結果文字列を件名行に追加することによって、ユーザーが SpamAssassin
スコアを含むメッセージを読むかどうかを判断できます。例:

Subject: [SPAMTrue ; 99.3 / 5.0] FreeMoneyAtHomewith Prescription Xanirex!

USE_CHECKを 0に設定すると、判定文字列とともに一致する SpamAssassinテストのリスト
が返されます (483ページの「SpamAssassinオプション」の 483ページの「SpamAssassinオ
プション」を参照)。このリストは非常に長くなることがあるため、USE_CHECKは 1に設定
することをお勧めします。

フィルタ処理するメッセージを指定します。

詳細は、477ページの「スパムを個別のフォルダにファイリングするには」の手順 3を参
照してください。

3

4

1

SpamAssassinを使用する

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月480



SpamAssassinの設定ファイルを作成します。
この手順の詳細は、477ページの「スパムを個別のフォルダにファイリングするには」を
参照してください。mode=1は、メッセージがスパムであると判明した場合に
SpamAssassinの結果文字列が返されることを指定します。
host=127.0.0.1

port=2000

mode=1
debug=1

hostおよび portは、spamdが実行されているシステムの名前と、spamdが着信要求を待機
するポートです。mode=1は、メッセージがスパムであると判明した場合に SpamAssassin
の結果文字列が返されることを指定します。debug=1は、SpamAssassinライブラリでデ
バッグをオンにします。

option.datファイルに、次に示す行を追加します。
!for Spamassassin

spamfilter1_config_file=/opt/SUNWmsgsr/config/spamassassin.opt

spamfilter1_library=/opt/SUNWmsgsr/lib/libspamass.so

spamfilter1_optional=1

spamfilter1_string_action=data:,addtag “[SPAM detected: $U]”;

前に示した例と同様、最初の 3つのオプションは、SpamAssassin設定ファイル、共有ライ
ブラリ、および、共有ライブラリで失敗があった場合にMTA操作を続行することを指定
します。そのあとに次の行が続いています。

spamfilter1_string_action=data:,addtag “[SPAM detected $U]”;

この行は、 Subject:行にタグを追加することを指定します。これには、リテラルプレ
フィックス SPAM detectedが含まれ、そのあとに field文字列 (デフォルトは Spam-Test)、
そのあとに SpamAssassinによって返される [結果文字列]が含まれます。477ページ
の「SpamAssassin設定の例」で mode=1を指定したため、SpamAssassin結果文字列が返さ
れます。したがって、件名行は次のようになります。

Subject: [SPAM detected Spam-Test: True ; 11.3 / 5.0] Make Money!

addheaderと addtagを併用することもできます。

spamfilter1_string_action=data:,require ["addheader"];addtag "[SPAM detected $U]"

;addheader "Spamscore: $U";

メッセージは次のようになります。

Subject: [SPAM detected Spam-Test: True ; 12.3 / 5.0] Vigaro Now!Spamscore:

Spam-Test: True ; 12.3 / 5.0

spamassassin.optで field=を設定して、Spam-Testのデフォルト値を削除します。より
すっきりとしたメッセージが返されます。

Subject: [SPAM True ; 91.3 / 5.0] Vigaro Now!Spamscore: True ; 91.3 / 5.0

2

3
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設定をコンパイルしなおし、サーバーを再起動して、spamdデーモンを起動します。

477ページの「スパムを個別のフォルダにファイリングするには」を参照してください。

SpamAssassinをテストする
SpamAssassinをテストするには、最初に spamassassion.optファイルに debug=1を設定し
ます。imta.cnfにあるチャネル固有の master_debugまたは slave_debugをオンにする必
要はありません。そのあと、テストユーザーにテストメッセージを送信します。
msg_svr_base/data/log/tcp_local_slave.log*ファイルには次のような行があるはずで
す。

15:15:45.44: SpamAssassin callout debugging enabled; config

/opt/SUNWmsgsr/config/spamassassin.opt

15:15:45.44: IP address 127.0.0.1 specified

15:15:45.44: Port 2000 selected

15:15:45.44: Mode 0 selected

15:15:45.44: Field "Spam-Test: " selected

15:15:45.44: Verdict "spam" selected

15:15:45.44: Using CHECK rather than SYMBOLS

15:15:45.44: Initializing SpamAssassin message context

...

15:15:51.42: Creating socket to connect to SpamAssassin

15:15:51.42: Binding SpamAssassin socket

15:15:51.42: Connecting to SpamAssassin

15:15:51.42: Sending SpamAssassin announcement

15:15:51.42: Sending SpamAssassin the message

15:15:51.42: Performing SpamAssassin half close

15:15:51.42: Reading SpamAssassin status

15:15:51.67: Status line: SPAMD/1.1 0 EX_OK

15:15:51.67: Reading SpamAssassin result

15:15:51.67: Result line: Spam: False ; 1.3 / 5.0
15:15:51.67: Verdict line: Spam-Test: False ; 1.3 / 5.0
15:15:51.67: Closing connection to SpamAssassin

15:15:51.73: Freeing SpamAssassin message context

ログファイルにこのような行が含まれていない場合、または spamdが実行されていない場
合は、SMTPサーバーに最後のピリオド (.)が送信されたあと、SMTPダイアログに次のよ
うなエラーメッセージが返されます。

452 4.4.5 Error writing message temporaries - Temporary scan failure: End message

status = -1

また、option.datに spamfilter1_optional=1が設定 (強く推奨)されている場合、
メッセージは受け入れられますがフィルタ処理は行われません。これはスパムのフィル
タ処理が有効になっていないのと同じで、tcp_local_slave.log*に次の行が表示されま
す。

4
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15:35:15.69: Creating socket to connect to SpamAssassin

15:35:15.69: Binding SpamAssassin socket

15:35:15.69: Connecting to SpamAssassin

15:35:15.69: Error connecting socket: Connection refused

15:35:15.72: Freeing SpamAssassin message context

SpamAssassinに対する呼び出しは、SMTPサーバーがメッセージ全体を受信したあと、つ
まり、最後の「.」が SMTPサーバーに送信されたあとで、SMTPサーバーが受け取った
メッセージの差出人に認識される前に行われます。

もう 1つのテストは、たとえば Mail-SpamAssassin-2.60ディレクトリから、
sample-spam.txtを使ってサンプルのスパムメッセージを送信することです。この
メッセージには、次のような特殊なテキスト文字列が含まれます。

XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X

対応する tcp_local_slave.log*には、次のような内容が含まれます。

16:00:08.15: Creating socket to connect to SpamAssassin

16:00:08.15: Binding SpamAssassin socket

16:00:08.15: Connecting to SpamAssassin

16:00:08.15: Sending SpamAssassin announcement

16:00:08.15: Sending SpamAssassin the message

16:00:08.15: Performing SpamAssassin half close

16:00:08.15: Reading SpamAssassin status

16:00:08.43: Status line: SPAMD/1.1 0 EX_OK

16:00:08.43: Reading SpamAssassin result

16:00:08.43: Result line: Spam: True ; 1002.9 / 5.0
16:00:08.43: Verdict line: Spam-Test: True ; 1002.9 / 5.0
16:00:08.43: Closing connection to SpamAssassin

16:00:08.43: Mode 0 verdict of spam

16:00:08.43: Mode 0 verdict of spam
16:00:08.47: Freeing SpamAssassin message context

mail.log_currentファイルの対応するエントリは、次のようになります。宛先アドレスの
+spam部分は、メッセージが spamというフォルダにファイリングされることを示しま
す。

15-Dec-2003 15:32:17.44 tcp_intranet ims-ms E 1 morchia@siroe.com rfc822;

morchia morchia+spam@ims-ms-daemon 15-Dec-2003 15:32:18.53

ims-ms D 1 morchia@siroe.com rfc822;morchia morchia+spam@ims-ms-daemon

SpamAssassinオプション
この節では、SpamAssassinオプションの表を示します。
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表 14–4 SpamAssassinオプション (spamassassin.opt)

オプション 説明 デフォルト

debug libspamass.soでデバッグをオンにするかどうかを指定します。spamd自体のデ
バッグは、spamdを呼び出すコマンド行で制御されます。0または 1に設定しま
す。

0

field SpamAssassinの結果文字列のプレフィックスを指定します。SpamAssassinの結
果は次のようになります。

Spam-Test: False ; 0.0 / 5.0 Spam-Test: True ; 27.7 / 5.0

fieldオプションは、結果の Spam-Test部分の変更方法を提供します。注意:空
の field値が指定されると「:」が削除されます。

USE_CHECKが 0に設定されている場合、結果の文字列は次のようになりま
す。

Spam-test: False ; 0.3 / 4.5 ; HTML_MESSAGE,NO_REAL_NAME

Spam-test: True ; 8.8 / 4.5 ; NIGERIAN_BODY,
NO_REAL_NAME,PLING_PLING,RCVD_IN_SBL,SUBJ_ALL_CAPS

“Spam-test”

host spamdが実行されているシステムの名前です。 localhost
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表 14–4 SpamAssassinオプション (spamassassin.opt) (続き)
オプション 説明 デフォルト

mode SpamAssassinフィルタ結果から判定情報への変換を制御します。つまり、
メッセージ処理後にどの判定情報を返すかを指定します。次の 4種類のモード
が使用可能です。詳細は、486ページの「SpamAssassinのmodeオプション」を
参照してください。

0 -メッセージがスパムメッセージの場合は、判定文字列 (verdictオプションで
指定される文字列)を返します。MTAオプション spamfilterX_string_actionを
使用して、verdict文字列が返された場合の処理を指定できます。あとで定義
する verdictオプションが空である場合や指定されていない場合、メッセージ
がスパムメッセージのときは、NULL判定を返します。MTAオプション
spamfilterX_null_actionを使用して、NULL判定が返された場合の処理を指定
できます。

スパムではない場合は、SpamAssassinのデフォルトの結果文字列を返します。
デフォルトの判定とは、何のアクションもとらず通常どおり配信することを意
味します。

1 -メッセージがスパムであると判明した場合は SpamAssassinの結果文字列を返
します。スパムではない場合は、SpamAssassinのデフォルトの結果文字列を返
します。デフォルトの判定とは、何のアクションもとらず通常どおり配信する
ことを意味します。SpamAssassinの結果文字列は、次のように表示されます。
True; 6.5 / 7.3

2 -モード 1と同様。ただし、メッセージがスパムかどうかにかかわらず
SpamAssassinの結果文字列が返される点で異なります。デフォルト判定または
NULL判定が返されることはなく、verdictオプションが使用されることはあり
ません。

3 -メッセージがスパムであると判明した場合に SpamAssassinの結果文字列を返
します。スパムではない場合は verdictオプションで指定された verdict文字
列を返します。SpamAssassin結果文字列に対するアクションを制御するには、
spamfilterX_verdict_ nオプションと spamfilterX_action_nオプションの一致
ペアを使用します。verdict文字列に対するアクションを制御するには、
spamfilterX_string_actionを使用します。

0

port spamdが着信要求を待機するポート番号を指定します。 783

USE_CHECK 1 - spamd CHECKコマンドを使って SpamAssassinスコアを返します。

0 - SYMBOLSコマンドを使って一致する SpamAssassinテストのスコアとリストを
返すことができます。2.55以前のバージョンの SpamAssassinでこのオプション
を使うと、システムがハングアップしたりその他の問題が発生することがあり
ます。前述の fieldを参照してください。

SOCKS_HOST 文字列です。中間にある SOCKSサーバーの名前を指定します。このオプ
ションが指定されている場合、指定された SOCKSサーバーを介して ICAP接続
が確立され、直接には接続されません。

""

SOCKS_PORT 中間にある SOCKSサーバーが動作しているポートを指定します。 1080

SpamAssassinを使用する

第 14章 • スパムとウィルスのフィルタ処理プログラムをMessaging Serverに統合する 485



表 14–4 SpamAssassinオプション (spamassassin.opt) (続き)
オプション 説明 デフォルト

SOCKS_PASSWORD SOCKSサーバーを介した接続を確立するために使用するパスワード (文字列)を
指定します。ユーザー名およびパスワードが必要かどうかは、SOCKSサーバー
の設定によって異なります。

""

SOCKS_USERNAME SOCKSサーバーを介した接続を確立するために使用するユーザー名 (文字列)を
指定します。

""

verdict MODE 0で使用される判定文字列を指定します。 “”

SpamAssassinのmodeオプション
メッセージの処理後、SpamAssassinはメッセージがスパムかどうかを判定します。mode

オプションを使用すると、判定を示すために返す文字列を指定できます。文字列の選択
肢は、NULL、デフォルト、SpamAssassinの結果文字列、または verdictオプションで指
定された verdict文字列です。デフォルトの文字列とは、NULL、SpamAssassinの結果文
字列、または verdictで指定された文字列ではなく、その他の設定不可能な結果文字列で
す。modeの動作の概要を次の表で説明します。

表 14–5 SpamAssassinのmodeオプションに対応して返される文字列

verdictの設定
スパムか
どうか mode=0 mode=1 mode=2 mode=3

verdict="" (設定なし) はい NULL SpamAssassin
の結果

SpamAssassin
の結果

SpamAssassin
の結果

いいえ デフォルト デフォルト SpamAssassin
の結果

デフォルト

verdict=文字列 はい verdict文字列 SpamAssassin
の結果

SpamAssassin
の結果

SpamAssassin
の結果

いいえ デフォルト デフォルト SpamAssassin
の結果

verdict文字列

1列目は、verdictオプションが設定されているかどうかを示します。2列目は、
メッセージがスパムかどうかを示します。modeの列は、各モードに対応して返される文
字列を示します。たとえば、verdictが設定されておらず modeが 0に設定されている場
合、メッセージがスパムでなければデフォルト文字列が返されます。verdictが YO SPAM!

に設定されていて modeが 0に設定されている場合、メッセージがスパムであれば YO

SPAM!が返されます。
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SymantecAnti-Virus Scanning Engine (SAVSE)を使用する
SAVSEの配備方法以外にも、この節には、ほかの ICAP対応のスパム防止/ウィルス防止
プログラムを配備する際に有効な情報が含まれています。この節には、次の項がありま
す。

� 487ページの「SAVSEの概要」
� 487ページの「SAVSEの要件と使用法の考慮」
� 488ページの「SAVSEを配備する」
� 488ページの「SAVSEの設定例」
� 490ページの「SAVSEオプション」

SAVSEの概要
SAVSEは、ウィルススキャンサービスを提供するTCP/IPサーバーアプリケーションおよ
び通信用のアプリケーションプログラミングインタフェース (API)です。ネットワークイ
ンフラストラクチャー機器を通して提供されたり、これらの機器に保存されるトラ
フィックを保護するために設計されています。モバイルコードや圧縮ファイル形式も含
め、すべての主要なファイル形式でウィルス、ワーム、およびトロイの木馬を検出し、
これらから保護します。詳細については、SymantecのWebサイトを参照してください。

注 –Messaging Serverの現在のバージョンでは、SAVSEのスキャン機能だけがサポートされ
ています。修復機能や削除機能はサポートされていません。

SAVSEの要件と使用法の考慮
これは Symantecから単独でライセンス許可された製品です。

SAVSEの構成では、スキャンモードだけがサポートされています。スキャンと修復、ス
キャンと削除のモードはサポートされていません。

SAVSEを実行する場所
SAVSE、または ICAPをサポートするほかのサーバーは、それ自体が置かれている個々の
システム上、単一のシステム配備のMessaging Serverと同じシステム上、または 2層配備
のMTAと同じシステム上で実行できます。MTAとメッセージストア間で LocalMail
Transfer Protocol (LMTP)が使われている場合、フィルタ処理はMTAから呼び出す必要が
あります。メッセージストアから呼び出すことはできません。MTAとメッセージストア
間で SMTPが使われている場合は、いずれか一方から呼び出すことができ、いずれかの
システムか 3つ目の別のシステムで実行できます。

SAVSEを実行するサーバーのファームを使用する場合は、それらの前でロードバランサ
を使用する必要があります。MTAは、SpamAssassinサーバー用に 1つのアドレスのみを
持つよう設定されます。
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SAVSEを配備する
次に示す手順を実行して、SAVSEを配備します。

� SAVSEをインストールして構成します。インストールおよび設定情報については、
Symantecソフトウェアマニュアルを参照してください。490ページの「SAVSEオプ
ション」も参照してください。

� SAVSEのクライアントライブラリをロードおよび構成します。このためには、クライ
アントライブラリ libicap.soと設定ファイルをMTAに対して指定する必要がありま
す (ファイルは作成する必要がある)。457ページの「スパムのフィルタ処理ソフト
ウェアのクライアントライブラリをロードおよび構成する」を参照してください。

� ウィルス用にフィルタ処理するメッセージを指定します。ユーザー、ドメイン、また
はチャネルごとにメッセージをフィルタ処理できます。458ページの「フィルタ処理
を行うメッセージを指定する」を参照してください。

� ウィルスメッセージに対して実行するアクションを指定します。ウィルスは、破棄し
たり、フォルダにファイリングしたり、件名にタグ付けしたりできます。465ページ
の「スパムメッセージに対して実行するアクションを指定する」を参照してくださ
い。

� 必要に応じてほかのフィルタ設定パラメータを設定します。465ページの「スパム
メッセージに対して実行するアクションを指定する」の表 14–2を参照してくださ
い。

SAVSEの設定例
次の例では、ローカルメッセージストアに届くメッセージをテストして、ウィルスを含
むメッセージを破棄します。最初の 3つのステップは任意の順序で実行できます。

� SAVSEを設定するには

SAVSEの設定ファイルを作成します。

このファイルの名前と場所は、次の手順で指定します。ここでは、SAVSE.opt という名前
を使用します。このファイルの設定例を次に示します。

host=127.0.0.1

port=1344

mode=0

verdict=virus

debug=1

hostおよび portは、SAVSEプログラムが実行されているシステムの名前と、SAVSEプロ
グラムが受信要求を待機するポート (SAVSEのデフォルトは 1344)です。mode=0は、
メッセージがウィルスを含んでいると認識された場合に、verdictによって指定された文

1
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字列 (この例の場合は virusという単語)が返されることを指定します。debug=1はデ
バッグをオンにします。ICAP設定パラメータについては、490ページの「SAVSEオプ
ション」を参照してください。

option.datファイルを作成します。次に例を示します。
! for Symantex Anti-virus Scan Engine

spamfilter1_config_file=/opt/SUNWmsgsr/config/SAVSE.opt

spamfilter1_library=/opt/SUNWmsgsr/lib/libicap.so

spamfilter1_optional=1

spamfilter1_string_action=data:,discard

spamfilter1_config_filesは、SAVSE設定ファイルを指定します。

spamfilter1_libraryは、SAVSE共有ライブラリの場所を指定します。

spamfilter1_optional=1は、SAVSEプログラムによる失敗があった場合にMTAが操作を
続行することを指定します。

spamfilter1_string_actionは、スパムメッセージに対して実行する Sieveアクションを指
定します。この値は、ウィルスを含むメッセージが破棄されるように指定します。これ
はデフォルト値なので、値を変更する場合を除き、指定する必要はありません。

フィルタ処理するメッセージを指定します。

ローカルメッセージストアに届くすべてのメッセージをフィルタ処理するには、ims-ms

チャネルの destinationspamfilter1optin spamを追加して imta.cnfファイルを変更しま
す。

!

! ims-ms

ims-ms defragment subdirs 20 notices 1 7 14 21 28 backoff "pt5m" "pt10m"

"pt30m" "pt1h" "pt2h" "pt4h" maxjobs 4 pool IMS_POOL fileinto

$U+$S@$D destinationspamfilter1optin virus
ims-ms-daemon

設定をコンパイルしなおし、サーバーを再起動します。MTAを再起動するだけでかまい
ません。stop-msgを実行する必要はありません。
# imsimta cnbuild

# imsimta restart

SAVSEが起動していることを確認します。
自動的に起動しているはずですが、起動していない場合は、次のような起動コマンドを
使用します。/etc/init.d/symcscna start

ほかの使用可能な設定
modeを 0に設定して spamfilterX_null_optionとともに使用すると、メッセージがスパム
であると判明した場合に特定のフォルダにメッセージをファイリングするなど、ほかの
アクションを実行できます。例:

2

3

4

5
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spamfilter1_null_option=data:,require "fileinto"; fileinto "VIRUS";

感染したメッセージをフォルダにファイリングすることは、ほとんどの場合不適切で
す。

modeを 1に設定すると、アクションを起動できます。たとえば、modeを 1に設定して、
MTAの spamfilterX_string_actionオプションを次のように設定すると、スパムの結果
を拒否メッセージに含めることができます。

spamfilter1_string_action=data:,require "reject"; reject "Message contained a virus

[$U]";

rejectアクションはウィルスを差出人に送り返すため、fileintoと同様、このアク
ションを使用してウィルスを処理する方法は不適切です。

option.datファイルに行を追加して、スパムメッセージのヘッダーにタグを追加するこ
ともできます。次に例を示します。

spamfilter1_string_action=data:,addtag “[SPAM detected!]”;

modeを 2に設定すると、メッセージにウィルスが含まれると判定されるかどうかにかか
わらず、アクションを実行できます。あとでテストできるヘッダーフィールドが追加さ
れているところは、明らかにmode 2のアプリケーションです。

spamfilterX_string_action=data:,require ["addheader"];addheader "$U"

SAVSEオプション
SAVSEオプションファイルは実際に、かなり一般的な ICAPオプションファイルです。オ
プションファイルの名前および場所は、option.datの spamfilterX_config_fileで設定さ
れています。SAVSEオプションファイルは、option=valueという形式の行から構成され
ています。HOSTというオプションが 1つ必要です。このオプションは、ICAPフィルタ処
理サーバーが動作しているシステムの名前に設定する必要があります。ICAPサーバーが
ローカルホストで動作していても、このオプションを設定する必要があります。SAVSE
オプションファイルを次に示します。

表 14–6 ICAPオプション

オプション 説明 デフォルト

debug ICAPインタフェースモジュールからのデバッグ出力を有効または無効にしま
す。0または 1です。

0
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表 14–6 ICAPオプション (続き)
オプション 説明 デフォルト

field ICAPの結果のプレフィックスを指定します。SAVSEの結果文字列は次のように
なります。

Virus-Test: False Virus-Test: True; W32.Mydoom.A@mm.enc

このオプションは、結果の Virus-Test:部分の変更方法を提供します。注意:空
の field値が指定されると「:」が削除されます。

Virus-Test:

host ICAPフィルタ処理サーバーが動作しているシステムの名前です。 localhost

mode ICAPフィルタ結果から判定情報への変換を制御します。つまり、メッセージ処
理後に返す文字列情報を指定します。次の 4種類のモードが使用可能です。詳細
は、492ページの「ICAPのmodeオプション」を参照してください。

0 -メッセージにウィルスが含まれる場合は、判定文字列 ( verdictオプションで
指定される文字列)を返します。MTAオプション spamfilterX_string_actionを
使用して、verdict文字列が返された場合の処理を指定できます。verdictオプ
ションが空である場合や設定されていない場合は、NULL判定を返します。MTA
オプション spamfilterX_null_actionを使用して、NULL判定が返された場合
に、メッセージを破棄するデフォルトアクションを置き換えるときの処理を指
定できます。

メッセージにウィルスが含まれていない場合は、デフォルトの文字列が返され
ます。デフォルトの文字列とは、設定不可能な文字列で、何のアクションもと
らず通常どおり配信することを意味します。

1 -メッセージにウィルスが含まれていると判明した場合は ICAPの結果文字列を
返します。メッセージにウィルスが含まれていない場合は、デフォルトの文字
列が返されます。デフォルトの文字列とは、何のアクションもとらず通常どお
り配信することを意味します。以下に、ICAP結果文字列の例を 2つ示します。

VIRUS TEST: FALSEVIRUS-TEST: TRUE; W32.Mydoom.A@mm.enc

2 - ICAP結果文字列を無条件に返します。デフォルト判定またはNULL判定が返
されることはなく、verdictオプションが使用されることはありません。この設
定は、メッセージにウィルスが含まれると判定されるかどうかにかかわらず、
アクションを実行する必要がある場合を対象にしています。あとでテストでき
るヘッダーフィールドが追加されているところは、明らかにmode 2のアプリ
ケーションです。

spamfilterX_string_action=data:,require ["addheader"];addheader "$U"

3 -メッセージにウィルスが含まれていると判明した場合は ICAPの結果文字列を
返します。ウィルスが含まれていない場合は verdictオプションで指定された
verdict文字列を返します。この設定は、ウィルスが発見されたらある 1つのア
クションを実行し、発見されなかったら別のアクションを実行する必要がある
場合を対象としています。ICAP結果文字列に対するアクションを制御するに
は、spamfilterX_verdict_ nオプションと spamfilterX_action_nオプションの一
致ペアを使用します。verdict文字列に対するアクションを制御するには、
spamfilterX_string_actionを使用します。

0
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表 14–6 ICAPオプション (続き)
オプション 説明 デフォルト

port ICAPサーバーが動作しているポート番号を指定します。 1344

SOCKS_HOST 文字列です。中間にある SOCKSサーバーの名前を指定します。このオプション
が指定されている場合、指定された SOCKSサーバーを介して ICAP接続が確立
され、直接には接続されません。

""

SOCKS_PORT 整数です。中間にある SOCKSサーバーが動作しているポートを指定します。 1080

SOCKS_PASSWORD 文字列です。SOCKSサーバーを介した接続を確立するために使用するパスワー
ドを指定します。ユーザー名およびパスワードが必要かどうかは、SOCKSサー
バーの設定によって異なります。

""

SOCKS_USERNAME 文字列です。SOCKSサーバーを介した接続を確立するために使用するユーザー
名を指定します。

""

verdict MODE 0および 3で使用される判定文字列を指定します。 ""

ICAPのmodeオプション
メッセージの処理後、ICAPウィルス防止プログラムは SASVEと同様に、メッセージに
ウィルスが含まれているかどうかを判定します。modeオプションを使用すると、この判
定を示すために ICAPプログラムから返す文字列を指定できます。文字列の選択肢は、
NULL、デフォルト、ICAPの結果文字列、または verdictオプションで指定された
verdict文字列です。デフォルトの文字列とは、NULL、ICAPの結果文字列、または
verdictで指定された文字列ではなく、プログラムによって返されるその他の設定不可能
な文字列です。modeの動作の概要を次の表で説明します。

表 14–7 ICAPのmodeオプションに対応して返される判定文字列

verdictの設定
ウィルスかど
うか mode=0 mode=1 mode=2 mode=3

verdict="" (設定なし) はい NULL ICAPの結果 ICAPの結果 ICAPの結果

いいえ デフォルト デフォルト ICAPの結果 デフォルト

verdict=文字列 はい verdict文字列 ICAPの結果 ICAPの結果 ICAPの結果

いいえ デフォルト デフォルト ICAPの結果 verdict文字列

1列目は、verdictオプションが設定されているかどうかを示します。2列目は、
メッセージにウィルスが含まれているかどうかを示します。modeの列は、各モードに対
応して返される文字列を示します。たとえば、verdictが設定されておらず modeが 0に設
定されている場合、メッセージにウィルスが含まれていなければ、ICAPプログラムから
デフォルト文字列が返されます。verdictが WARNING VIRUS!に設定されていて modeが 0に
設定されている場合、メッセージにウィルスが含まれていれば、ICAPプログラムから
WARNING VIRUS!という文字列が返されます。
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Sieve拡張のサポート
標準の Sieve機能以外にも、Messaging Serverは多くの拡張機能を提供します。拡張機能に
は addheader、addtag、spamtest、spamadjustなどがあります。addheaderと addtagにつ
いては、479ページの「スパムメッセージに SpamAssassinスコアを含むヘッダーを追加す
る」および 480ページの「件名行に SpamAssassinの結果文字列を追加するには」を参照
してください。ここでは、spamtestと spamadjustについて説明します。

これらの拡張は、管理者に、別のしきい値を設定する機能と、SpamAssassinの判定を無
効にするホワイトリストを設定する機能を提供します。この 2つの拡張を組み合わせ
て、特定のメッセージの差出人に応じて別のしきい値を持つようにすることもできま
す。spamadjustは非標準のアクションです。spamtestについては、
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc3685.txt (ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc3685.txt)を参照してく
ださい。

spamtestを使用して、Sieve [RELATIONAL]拡張を使った特定の値に対する SpamAssassinス
コアを、 "i;ascii-numeric"比較子と比較することができます。SpamAssassinスコアは通
常は実数ですが、spamtestは、最初にスコアを近似整数に丸めることで、スコアを 0か
ら 10の整数値にします。0未満の値は強制的に 0になり、10を超える値は強制的に 10に
なります。最後に、Messaging Serverが維持するテキスト文字列が付加されて、spamtest

が示すテスト文字列が生成されます。

spamadjustは、現在のスパムスコアの調整に使われます。このアクションは、実際の数
値に対してスキャンされる単一の文字列引数をとります。この値が現在のスパムスコア
の調整に使われます。また、文字列全体も現在のスコアテキスト文字列に付加されま
す。次の例では、この文字列は “undisclosed recipients”です。

複数の spamadjustアクションを指定でき、それぞれが現在のスコアに追加されます。ま
た、スコア値は常に 0で始まります。符号付き数値を指定でき、現在のスコアを小さく
したり大きくしたりできます。spamadjustに対する require句はなく、代わりに spamtest

拡張を列挙する必要があります。

たとえば、SpamAssassinの MODEを 2に設定した spamadjustを使用すると、次のようにな
ります。

spamfilterX_string_action=data:,require ["spamtest"];spamadjust "$U";

システムレベルの Sieveフィルタは、特定のタイプのヘッダーをチェックし、それが見つ
かった場合は SpamAssassinスコアに 5を追加することによって、SpamAssassinを変更しま
す。

spamfilter1_string_action=require "spamtest"; \

if header :contains ["to", "cc", "bcc", "resent-to", "resent-cc", \

"resent-bcc"] ["<undisclosed recipients>", "undisclosed.recipients"] \

{spamadjust "+5 undisclosed recipients";}

最後に、ユーザーレベルの Sieveスクリプトは、結果を示す値のテスト、スパムであるこ
とが確実なメッセージの破棄、スパムと思われるメッセージのファイリング、ローカル
ドメインのアドレスからのメッセージ通過の許可を行うことができます。
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spamfilter1_string_action=require ["spamtest", "relational", \

"comparator-i;ascii-numeric", "fileinto"]; \

if anyof (address :matches "from" ["*@siroe.com", \

"*@*.siroe.com"]) \

{keep;} \

elsif spamtest :value "ge" :comparator "i;ascii-numeric" "8" \

{discard;} \

elsif spamtest :value "ge" :comparator "i;ascii-numeric" "5" \

{fileinfo "spam-likely";} \

else \

{keep;}
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LMTP配信

Sun Java SystemMessaging ServerのMTAでは、LMTP (LocalMail Transfer Protocol、RFC 2033
で定義)を使用して、複数層のメッセージングサーバーが展開されている環境でメッセー
ジストアに配信できます。受信リレーとバックエンドメッセージストアが使用されるこ
のような環境では、メーリングリストの拡大などのアドレス拡張と自動返信や転送など
の配信方法に関してリレーが重要な役割を果たします。バックエンドストアへの配信は
これまで SMTP上で行われてきました。SMTPでは、バックエンドシステムで LDAP
ディレクトリの受取人アドレスを再度調べる必要があるため、MTAの全機能が使用され
ます。速度と効率性を向上するために、MTAでは SMTPではなく LMTPを使用して
バックエンドストアにメッセージを配信できます。Sun Java SystemMessaging Serverの
LMTPサーバーは、汎用 LMTPサーバーとしてではなく、リレーとバックエンドメッセー
ジストア間のプライベートプロトコルとして機能します。説明をわかりやすくするため
に、2層展開を例にとっています。

注 –LMTPは多層展開での使用を目的として設計されています。LMTPを単一システム展
開で使用することはできません。また、Messaging Serverの LMTPサービスは、そのまま
では LMTPサーバーまたはほかの LMTPクライアントで動作するように設計されていま
せん。

この章には、次の節があります。

� 496ページの「LMTP配信の特徴」
� 496ページの「LMTPを使用しない 2層展開でのメッセージ処理」
� 499ページの「LMTPの概要」
� 505ページの「LMTPプロトコルの実装例」
� 500ページの「LMTP配信の設定」
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LMTP配信の特徴
MTAの LMTPサーバーがバックエンドメッセージストアへの配信に関して効率性が高い
理由は次のとおりです。

� バックエンドストアにかかる負荷が減少する。

リレーは水平方向に拡張可能ですが、バックエンドストアはそうでないため、可能な
限り多くの処理をリレーに割り当てることをお勧めします。

� LDAPにかかる負荷が減少する。

大規模なメッセージング展開では、LDAPインフラストラクチャーは制限要因である
ことがよくあります。

� メッセージキューの数が減少する。

リレーとバックエンドストアの両方にキューがあると、メッセージング展開の管理者
が不着メールを見つける作業はいっそう困難になります。

LMTPを使用しない2層展開でのメッセージ処理
図 15–1に、次のような LMTPを使用しない 2層展開でのメッセージ処理を示します。
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図 15–1LMTPを使用しない 2層展開

LMTPを使用しない場合で、ストアシステムの前にリレーを配備した 2層展開では、受信
メッセージの処理は、リレーマシンのディスパッチャーによってピックアップさ
れ、tcp_smtp_serverプロセスにハンドオフされた SMTPポートの接続から始まります。
このプロセスでは、受信メッセージに対して次のような処理が行われます。

� ディレクトリ内のユーザーを検索する

� ユーザーがこの電子メール展開でホストされるドメインに属しているかどうかを判断
する

� ユーザーがそのドメインで有効なユーザーであるかどうかを判断する

� エンベロープアドレスを @mailhost:user@domainという形式に書き換える

� メールホストに配信するためにメッセージをキューに入れる

次に、メールメッセージはキューから smtp_clientプロセスに引き継がれ、メールホス
トに送信されます。メールホスト上では、非常によく似た処理が行われます。SMTPポー
トへの接続がディスパッチャーによってピックアップされ、tcp_smtp_serverプロセスに
ハンドオフされます。このプロセスでは、メッセージに対して次のような処理が行われ
ます。

� ディレクトリ内のユーザーを検索する

LMTPを使用しない 2層展開でのメッセージ処理
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� ユーザーがこの電子メール展開でホストされるドメインに属しているかどうかを判断
する

� ユーザーがそのドメインで有効なユーザーであるかどうかを判断する
� メッセージを ims_msチャネルに送信するためにエンベロープアドレスを書き換える
� ストアに配信するためにメッセージをキューに入れる

次に、メールメッセージは ims_msプロセスに引き継がれ、ストアへの配信が試行されま
す。ここでは、キューに入れる処理が 2回実行されています。また各MTAはそれぞれ
LDAP検索を実行しています。

LMTPを使用する2層展開でのメッセージ処理
498ページの「LMTPを使用する 2層展開でのメッセージ処理」に、次のような LMTPを
使用する 2層展開でのメッセージ処理を示します。

図 15–2LMTPを使用する 2層展開

LMTPが配備されている場合、リレーマシンの SMTPポートへの接続がディスパッチャー
によってピックアップされ、tcp_smtp_serverプロセスにハンドオフされます。このプロ
セスでは、受信メッセージに対して次のような処理が行われます。

� ディレクトリ内のユーザーを検索する

LMTPを使用する 2層展開でのメッセージ処理
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� ユーザーがこの電子メール展開でホストされるドメインに属しているかどうかを判断
する

� ユーザーがそのドメインで有効なユーザーであるかどうかを判断する

� ユーザーのメールボックスをホストしているバックエンドメッセージストアのマシン
を特定する

� メールホストに配信するためにメッセージをキューに入れる

ストアマシンでは、LMTPポートへの接続がディスパッチャーに受信され、lmtp_server

プロセスにハンドオフされます。次に、LMTPサーバーによってメッセージがユーザーの
メールボックスまたはUNIXのネイティブメールボックスに挿入されます。メッセージ
の配信が成功すると、そのメッセージはリレーマシン上でキューから取り出されます。
成功しなかった場合は、メッセージはリレーマシンに残ります。メッセージストアの
LMTPプロセスでは、アドレスやメッセージの処理にMTAの機能は使用されません。

LMTPの概要
ほとんどの場合、MTA自体は基本的にバックエンドサーバーで使用されることはありま
せん。必要なMTAコンポーネントは次のとおりです。

� ディスパッチャー
� libimta

� LMTPサーバー
� imta.cnfファイル
� mappingsファイル
� imta.tailorファイル

ディスパッチャーにはMTA設定ファイルが必要ですが、ファイルは非常に短くすること
ができます。ディスパッチャーの下で実行する LMTPサーバーを起動できるようにする
ため、ディスパッチャーはバックエンドサーバーで実行する必要があります。ディス
パッチャーと LMTPサーバーは libimtaのさまざまな機能を使用するので、これもバック
エンドサーバーに存在する必要があります。

LMTPサーバーでは、通常ならば実行されるMTAのキューの出し入れ機能、ヘッダー処
理、またはアドレス変換が実行されません。メッセージの内容とアドレスについての処
理は、すべてリレーシステムで実行されます。処理後は、メッセージストアに送信され
る正確な形式で、メッセージストアが必要とする形式の配信アドレスがすでに付けられ
たメッセージが LMTPサーバーに提示されます。ユーザーの制限容量など、メッセージ
がストアに配信される際に通常使用可能な追加受取人情報は、受取人アドレスとともに
LMTPパラメータとして提示されます。配信試行が失敗した場合は、メッセージはリレー
システムの LMTPキューに残ります。

LMTPの概要
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LMTP配信の設定
LMTP配信メカニズムを設定するには、リレーマシンの両方とバックエンドストア上での
設定が必要です。リレー上では、DELIVERY_OPTIONSMTAオプション (option.datにある)
を変更して、ストアに配信されるメッセージが LMTPチャネルに渡されるようにする必
要があります。バックエンドストアはディスパッチャーを使って設定する必要がありま
すが、ジョブコントローラは必要ありません。LMTPサーバーを実行するには、この
ディスパッチャーを設定する必要があります。

通常の多層配備では、ユーザーはさまざまなバックエンドメッセージストアのマシン上
にプロビジョニングされます。これらのバックエンドマシンの 1つ以上で LMTPが有効
でない場合もあるため、フロントエンドリレーは、どのストアマシンが LMTPを認識す
るかに注意を払う必要があります。これを行うには、汎用データベース機能を使って、
LMTP配信を受け入れるように設定されているメッセージストアの名前を明示的に指定し
ます。

� LMTPを使って受信MTAリレーを設定するには、
次の手順に従います。
LMTPを使うように受信MTAリレーを設定するには、次の手順に従います。

imta.cnfファイルを変更し、LMTPの書き換えルールを次のように変更します。
! lmtp

.lmtp $E$F$U%$H.lmtp@lmtpcs-daemon

.lmtp $B$F$U%$H@$H@lmtpcs-daemon

!

! lmtp ネイティブ
.lmtpn $E$F$U%$H.lmtpn@lmtpcn-daemon

.lmtpn $B$F$U%$H@$H@lmtpcn-daemon

!

メールボックスの DELIVERY_OPTIONSを次のように変更します。
#*mailbox=@$X.LMTP:$M%$\$2I$_+$2S@lmtpcs-daemon

ネイティブの DELIVERY_OPTIONS句を次のように変更します。
#*native=@$X.LMTPN:$M+$2S@native-daemon

チャネルキーワード multigate connectcanonicalを tcp_lmtp*チャネルブロックのそれぞ
れに追加します。

次のチャネルキーワードを tcp_lmtpcsチャネルに追加します。
fileinto @$4O:$U+$S@$D

上記のキーワード中、「O」は大文字のオー (O)であり、数字のゼロ (0)ではありませ
ん。

1

2

3

4

5
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受信MTAリレー設定は、次のようになります。

DELIVERY_OPTIONSに関する option.datのエントリは、次のようになります。

!------------------------------------------

! DELIVERY_OPTIONS を変更し、フロントエンドから
! バックエンドストアへの LMTP 配信をアクティブにする
!--------------------------------------------

!

DELIVERY_OPTIONS=\

#*mailbox=@$X.LMTP:$M%$\$2I$_+$2S@lmtpcs-daemon,\

#&members=*,\

#*native=@$X.LMTPN:$M+$2S@native-daemon,\

#*unix=@$X.LMTPN:$M,\

#*file=@$X.LMTPN:+$F,\

#&@members_offline=*,\

#/hold=@hold-daemon:$A,\

#program=$M%$P@pipe-daemon,\

#forward=**,\

#*^!autoreply=$M+$D@bitbucket

!

変更後の imta.cnf書き換えルールは、次のようになります。

! lmtp

.lmtp $E$F$U%$H.lmtp@lmtpcs-daemon

.lmtp $B$F$U%$H@$H@lmtpcs-daemon

!

! lmtp ネイティブ
.lmtpn $E$F$U%$H.lmtpn@lmtpcn-daemon

.lmtpn $B$F$U%$H@$H@lmtpcn-daemon

!

変更後のチャネルブロックは、次のようになります。

!

! tcp_lmtpcs (LMTP クライアント - ストア)

tcp_lmtpcs defragment lmtp multigate connectcanonical \

fileinto @$4O:$U+$S@$D port 225 nodns single_sys \

subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL dequeue_removeroute

lmtpcs-daemon

!

! tcp_lmtpcn (LMTP クライアント - ネイティブ)

tcp_lmtpcn defragment lmtp multigate connectcanonical port 226 \

nodns single_sys subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_POOL

dequeue_removeroute

lmtpcn-daemon

6
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MTAを使用せずに LMTPを使用するバックエンド
ストアを設定するには
バックエンドストアは、LMTPを使用してメッセージを受信する場合、MTAは不要で
す。つまり、バックエンドストアは、ジョブコントローラもMTAに関連するアドレス書
き換え機能も持ちません。ただし、ディスパッチャーと簡単なMTA設定は必要です。具
体的には、dispatcher.cnfファイルと mappingsファイルが必要です。これらは、MTA設
定の重要な部分のみを含んでいます。

dispatcher.cnfファイルには、次の内容が含まれている必要があります。

! rfc 2033 LMTP サーバー - ストア
!

[SERVICE=LMTPSS]

PORT=225

IMAGE=IMTA_BIN:tcp_lmtp_server

LOGFILE=IMTA_LOG:tcp_lmtpss_server.log

PARAMETER=CHANNEL=tcp_lmtpss

STACKSIZE=2048000

! 次の行のコメントを解除し、ディスパッチャーが特定のインタフェース
! (HA 環境など) で待機する必要がある場合は、INTERFACE_ADDRESS を
! 適切なホスト IP (ドットで 4 つに区切られた形式) に設定する。
! INTERFACE_ADDRESS=!

! rfc 2033 LMTP サーバー - ネイティブ
!

[SERVICE=LMTPSN]

PORT=226

IMAGE=IMTA_BIN:tcp_lmtpn_server

LOGFILE=IMTA_LOG:tcp_lmtpsn_server.log

PARAMETER=CHANNEL=tcp_lmtpsn

STACKSIZE=2048000

! 次の行のコメントを解除し、ディスパッチャーが特定のインタフェース
! (HA 環境など) で待機する必要がある場合は、INTERFACE_ADDRESS を
! 適切なホスト IP (ドットで 4 つに区切られた形式) に設定する。
!INTERFACE_ADDRESS=

デフォルトでは、dispatcher.cnfファイルの LMTPサービスはコメントアウトされていま
す。LMTPを使用するには、それらのコメントを解除する必要があります。

通常のディスパッチャーオプションである MAX_CONNS、MAX_PROCS、MAX_LIFE_CONNS、およ
び MAX_LIFE_TIMEも設定できますが、使用しているハードウェアに適した設定にする必要
があります。

PORT_ACCESSマッピングは重要です。バックエンドサーバーへの LMTPの実装は、Sun
Java SystemMessaging Serverリレーとバックエンドストア間のプライベートプロトコルと
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して機能します。PORT_ACCESSマッピングを使用してこのようなリレーがこれらのサービ
スに確実に接続できるようにする必要があります。マッピングファイルは次のようにな
ります。

PORT_ACCESS

TCP|*|225|1.2.3.4|* $Y

TCP|*|226|1.2.3.4|* $Y

TCP|*|225|1.2.3.5|* $Y

TCP|*|226|1.2.3.5|* $Y

TCP|*|*|*|* $N500$ Do$ not$ connect$ to$ this$ machine

PORT_ACCESSマッピングテーブルで指定されているサンプルの IPアドレスは、バックエン
ドストアに接続しているネットワーク上にあるリレーの IPアドレスに置き換える必要が
あります。

imta.cnfファイルが存在する必要がありますが、このファイルは設定を完全なものにす
るためにのみ存在します。もっとも小さい imta.cnfファイルは、次のチャネル定義で構
成されています。

! tcp_lmtpss (LMTP サーバー - ストア)

tcp_lmtpss lmtp

tcp_lmtpss-daemon

!

! tcp_lmtpsn (LMTP サーバー - ネイティブ)

tcp_lmtpsn lmtp

tcp_lmtpsn-daemon

デフォルトでは、LMTPチャネル定義はコメントアウトされています。LMTPを機能させ
たい場合は、コメント行を解除する必要があります。

LMTPを使用してメッセージをメッセージストア
と完全なMTAのあるバックエンドシステムに送信
するためのリレーを設定する
バックエンドストアに全機能を備えたMTAを配備しながら、LMTPを使用して負荷を抑
えたい場合があります。たとえば、バックエンドストアでプログラム配信を行う場合で
す。この場合、500ページの「LMTPを使って受信MTAリレーを設定するには、次の手
順に従います。」の説明に従って、リレーを設定する必要があります。
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完全なMTAを備えたバックエンドメッセージスト
アシステムに LMTPを設定する
バックエンドストアのメッセージングシステムの設定から LMTPによるストアへの直接
配信の設定に変更する場合、必要なのは dispatcher.cnfファイルの最後に次の行を追加
することだけです。

! rfc 2033 LMTP サーバー - ストア
![SERVICE=LMTPSS]

PORT=225

IMAGE=IMTA_BIN:tcp_lmtp_server

LOGFILE=IMTA_LOG:tcp_lmtpss_server.log

PARAMETER=CHANNEL=tcp_lmtpss

STACKSIZE=2048000

! 次の行のコメントを解除し、ディスパッチャーが特定のインタフェース
! (HA 環境など) で待機する必要がある場合は、INTERFACE_ADDRESS を
! 適切なホスト IP (ドットで 4 つに区切られた形式 ) に設定する。
!INTERFACE_ADDRESS=

!

! rfc 2033 LMTP サーバー - ネイティブ
!

[SERVICE=LMTPSN]

PORT=226

IMAGE=IMTA_BIN:tcp_lmtpn_server

LOGFILE=IMTA_LOG:tcp_lmtpsn_server.log

PARAMETER=CHANNEL=tcp_lmtpsn

STACKSIZE=2048000

! 次の行のコメントを解除し、ディスパッチャーが特定のインタフェース
! (HA 環境など ) で待機する必要がある場合は、INTERFACE_ADDRESS を
! 適切なホスト IP (ドットで 4 つに区切られた形式 ) に設定する。
!INTERFACE_ADDRESS=

!

デフォルトでは、dispatcher.cnfファイルの LMTPサービスはコメントアウトされてい
ます。LMTPを使用するには、それらのコメントを解除する必要があります。また、
LMTPポート番号は単なる例であり、任意の番号を選択できます。

これは、LMTPのみに関してバックエンドストアを設定する場合について前述した際の
dispatcher.cnfファイル全体と同じです。LMTPのみのバックエンドストアで説明したよ
うに、このマッピングファイルには、PORT_ACCESSマッピングも必要です。
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LMTPプロトコルの実装例
この節では、LMTPダイアログのサンプルを使用して、そこで示される内容を説明しま
す。リレー上の LMTPクライアントでは、標準の LMTPプロトコルを使用してバックエ
ンドストア上の LMTPサーバーと交信します。ただし、このプロトコルは特定の方法で
使用されます。例:

---> LHLO

<--- 250 OK

LHLOメッセージに対してアクションは実行されません。返信は常に 250 OKです。

---> MAIL FROM: address size=messageSizeInBytes

<--- 250 OK

差出人のアドレスに対するチェックまたは変換は行われません。size=パラメータによ
り、配信されるメッセージのサイズがバイト単位で指定されます。これは、プロトコル
で記述されているサイズと同じサイズです。必ずしもメッセージの正確なサイズではあ
りませんが、実際のサイズがこれを超えることはありません。LMTPサーバーによって、
メッセージの受信に必要な、このサイズのメモリバッファーが割り当てられます。

---> RCPT TO: uid+folder@domain xquota=size,number xdflg=xxx

<--- 250 OK

受信される際に受取人のアドレスのチェックは行われませんが、受取人の一覧が後で使
用するために作成されます。プライマリドメインの uidsでは、アドレスの @domainの部
分は省略されます。また、+folderの部分はオプションです。これはMTAのメッセージ
ストアチャネルで使用されるものと同じアドレス形式です。

xquota=パラメータでは、最大合計サイズと最大メッセージ数で構成されるユーザーの
メッセージ制限容量が指定されます。この情報は、アドレス変換を実行するためにユー
ザーについての LDAP検索を実行している間に取得されたもので、MTAによって提供さ
れます。また、この情報は、ディレクトリと同期化されたメッセージストアで制限容量
の情報を保持するために使用されます。制限容量の情報を取得しても、パフォーマンス
ヒットが追加で発生することはありません。

xdflg=パラメータではビットフィールドとして解釈される数値が指定されます。この
ビットによってメッセージの配信方法が制御されます。たとえば、値が 2であるビット
が設定されている場合、ユーザーが制限容量を超えていてもメッセージの配信が保証さ
れます。xdflgは内部パラメータであり、それに含まれるビットは予告なしに変更または
追加されることがあるので注意してください。サーバーでこの拡張機能を使用してほか
のクライアントをサポートしたり、ほかのサーバーでこのパラメータとともにクライア
ントを使用することはできません。

この対話は何度も繰り返されます (受取人ごとに 1回実行)。
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--->DATA

---> <メッセージテキスト>

--->.

次に、SMTPの場合と同じように、LMTPクライアントからメッセージ全体がドット付き
で送信されます。行にある単独のドット (.)でメッセージは終わります。メッセージサイ
ズが超過している場合、LMTPサーバーは次の内容を送信します。

<--- 500 message too big

その後接続を終了します。

メッセージが正しく受信された場合、LMTPサーバーは RCPT TO:行で指定されている各
受取人のステータスを LMTPクライアントに返します。たとえば、メッセージの配信が
成功した場合の応答は次のようになります。

<--- 250 2.5.0 address OK

この addressは RCPT TO:行に表示されたアドレスです。

交信は別の MAIL FROM:行と繰り返されるか、あるいは次の対話で終了します。

---> quit

<--- 221 OK

表 15–1に、各受取人のステータスコードを示します。この表には 3つの列があり、最初
の列にショートコード、2番目の列にそれと同義のロングコード、3番目の列にステータ
ステキストを示します。2.x.xステータスコードは成功コード、4.x.xコードは再試行可能
なエラー、5.x.xコードは再試行不能なエラーです。

表 15–1受取人のLMTPステータスコード

ショートコード ロングコード ステータステキスト

250 2.5.0 OK

420 4.2.0 Mailbox Locked

422 4.2.2 Quota Exceeded

420 4.2.0 Mailbox Bad Formats

420 4.2.0 Mailbox not supported

430 4.3.0 IMAP IOERROR

522 5.2.2 Persistent Quota Exceeded

523 5.2.3 Message too large

511 5.1.1 mailbox nonexistent
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表 15–1受取人のLMTPステータスコード (続き)
ショートコード ロングコード ステータステキスト

560 5.6.0 message contains null

560 5.6.0 message contains nl

560 5.6.0 message has bad header

560 5.6.0 message has no blank line

これ以外の場合は、メッセージストアのメールボックス、ネイティブ (したがってUNIX
も)、およびファイルの配信オプションに変更があります。これらのルールの目的は、
メッセージが適切な LMTPチャネルを介してバックエンドサーバーに送信されるアドレ
スを生成することです。生成されたアドレスは、次の形式のソースルートされたアドレ
スになります。

@sourceroute:localpart@domain
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不在メッセージの自動返信

電子メールへの応答として自動的に生成される返信 (自動返信)、特に不在メッセージを
処理するために、MTAではMDN (Message DispositionNotification)および Sieveスクリプト
言語が使用されます。MDNは、MTAによって差出人またはポストマスター (あるいはそ
の両方)に送信される電子メールメッセージであり、メッセージの配信状態について報告
するものです。MDNは、開封確認、確認通知、受信通知、配信確認とも呼ばれます。
Sieveは、メールフィルタの作成に使用される簡単なスクリプト言語です。Messaging
Server 5.xと異なり、使われる文字セットは ISO-2022-JPではなくUTF-8です。

この章では、不在返信メッセージの自動返信のメカニズムについて説明します。ほとん
どの場合、デフォルト設定を変更する必要はありませんが、不在処理がバックエンド
メッセージストアではなくMTAリレーマシンで実行されるようにシステムを設定するこ
ともできます。

この章には、次の節があります。

� 509ページの「不在返信メッセージの自動返信の概要」
� 510ページの「自動返信を設定する」
� 512ページの「不在返信メッセージの自動返信の動作方式」
� 513ページの「不在返信メッセージの自動返信の属性」

不在返信メッセージの自動返信の概要
不在処理の Sieveスクリプトは、さまざまな LDAPVacation属性から自動的に生成されま
す (513ページの「不在返信メッセージの自動返信の属性」を参照)。Sieveスクリプトを明
示的に指定して柔軟性を高めることもできます。不在メッセージ追跡の基本手段は、目
的の受取人ごとに 1つあるファイルの集合です。このファイルには、各差出人に返信が
送信された時間が記録されます。

注 –不在通知メッセージの文字セットはUTF-8に変更されました。
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デフォルトでは、MTAはバックエンドストアシステムで不在メッセージを評価します。
MTAリレーはバックエンドストアほど多くの処理を実行しないため、パフォーマンスを
考慮して、バックエンドストアではなくメールリレーマシンでMTAが不在メッセージを
評価するように設定することもできます。ただし、この設定を行うと、さまざまなリ
レーがさまざまなメッセージを処理するため、不在メッセージが意図したよりも頻繁に
送信される可能性があります。意図したよりも頻繁に不在メッセージが送信されること
を防ぐには、リレー間でファイルの記録を共有します。この方法も容認できない場合
は、常にバックエンドストアシステムで不在メッセージを評価してください。

自動返信を設定する
配信アドレスは 1組のパターンによって生成されます。使用されるパターン
は、mailDeliveryOption属性に定義されている値によって異なります。配信アドレス
は、有効な mailDeliveryOptionごとに生成されます。パターンはMTAオプションの
DELIVERY_OPTIONSによって定義されます。このオプションは option.datファイルで定義
されます。option.datファイルにある DELIVERY_OPTIONSのデフォルトの自動返信ルール
は、次のとおりです。

*^!autoreply=$M+$D@bitbucket

MTAは、自動返信 DELIVERY_OPTIONMTAオプションにある「^」を認識します。これに
よって、MTAは不在の日付をチェックします。現在の日付が不在期間内である場合、処
理は続行され、MTAは自動返信 DELIVERY_OPTIONにある「!」を認識します。次にMTA
は、ユーザーエントリのさまざまな自動返信 LDAP属性に基づいて自動返信 Sieveスクリ
プトを作成します。自動返信ルールには、プレフィックス文字「!」、「#」、「^」、お
よび「*」を付けることができます。

たとえば、メール配信オプションに「!」フラグを付けることができます。このフラグに
よって、自動返信スクリプトの生成が無条件で有効になります。ただし、自動返信機能
を別の配信オプションで有効化し、自動返信機能がさらに「^」フラグによって制御され
るようにするのは理にかなっています。この段階で日付をチェックしたほうが Sieveのロ
ジックを使用するよりも効率的です。

表 16–1に、自動返信ルールで使用されるプレフィックス文字 (1列目)とその定義 (2列目)
を示します。

表 16–1DELIVERY_OPTIONSの自動返信ルールで使用されるプレフィックス文字

プレフィックス文字 定義

! 自動返信 Sieveスクリプトの生成を有効にします。

# 処理がリレーで実行されることを許可します。

^ 評価する必要があると不在の日付から判明した場合にのみ、オプションを評価し
ます。

自動返信を設定する
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表 16–1DELIVERY_OPTIONSの自動返信ルールで使用されるプレフィックス文字 (続き)
プレフィックス文字 定義

* ルールは、ユーザーにのみ適用可能です。

自動返信ルール自体は、bitbucketチャネル宛のアドレスを指定します。自動返信が生成
されると、メールはこのメソッドによって配信されると見なされますが、MTA機能には
配信アドレスが必要です。bitbucketチャネルに配信された内容はすべて破棄されます。

バックエンドストアシステムで自動返信を設定す
る
DELIVERY_OPTIONSのデフォルトの自動返信ルールにより、自動返信はユーザーが使用す
るメールサーバー上で実行されます。バックエンドストアシステムで不在メッセージの
評価を実行する場合は、設定を変更する必要はありません。これがデフォルトの動作で
す。

� リレーでの自動返信を設定するには
パフォーマンスを向上するために、バックエンドストアシステムではなくリレーで不在
メッセージの評価を実行する場合は、option.datファイルを編集し、文字 #を
DELIVERY_OPTIONSの自動返信ルールの先頭に追加します。

anエディタを使用して option.datファイルを開きます。

自動返信ルールが次に示すようになるように、DELIVERY_OPTIONSオプションに追加また
は変更を行います。

#*^!autoreply=$M+$D@bitbucket

デフォルトの DELIVERY_OPTIONSオプションは次のようになっています。

DELIVERY_OPTIONS=*mailbox=$M%$\$2I$_+$2S@ims-ms-daemon, \

&members=*, \

*native=$M@native-daemon, \

/hold=@hold-daemon:$A, \

*unix=$M@native-daemon, \

&file=+$F@native-daemon, \

&@members_offline=* \

,program=$M%$P@pipe-daemon, \

#forward=**, \

*^!autoreply=$M+$D@bitbucket

これによって、処理がリレーで実行されるようになります。リレーでMTAによる自動返
信を実行する場合、特定の人物が不在メッセージを最近送信しているかどうかを各リ
レーで個々に記録するか、その情報をリレー間で共有するかのいずれかとなります。送

1

2
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信された不在メッセージの数が非常に多くても問題ではない場合は特に、前者のほうが
簡単です。不在メッセージの頻度ルールを厳しく適用する場合は、情報をリレー間で共
有する必要があります。リレー間で情報を共有するには、ファイルはNFS上にある必要
があります。

これらのファイルの場所はオプション VACATION_TEMPLATEで制御されます。このオプ
ション (option.dat内)は、/<path>/%Aに設定する必要があります。ここで、<path>は、
各リレーマシン間で共有されるディレクトリへのパスです。テンプレートは file:URLで
ある必要があります。ユーザーの名前を置換するには、$Uを使用します。デフォルト設
定は次のとおりです。

VACATION_TEMPLATE=file:///opt/SUNWmsgsr/data/vacation/$3I/$1U/$2U/$U.vac

メタキャラクタについては、表 9–6を参照してください。

注 –不在ファイルのテンプレートによるUIDへのアクセスが可能になったため、ユー
ザーのUIDに基づいて不在ファイルのパスを構築できるようになりました。また、不在
ファイルのパスを決定する際のアドレスとして、以前は現在の受取人アドレスが使用さ
れていましたが、今はユーザーのメール属性に格納されているアドレスが使用されま
す。

不在返信メッセージの自動返信の動作方式
不在処理は、起動されると次のように機能します。

1. Sun Java SystemMessaging Serverは、不在処理がシステムレベルではなくユーザーレベ
ルの Sieveスクリプトで実行されたことを確認します。不在処理にシステムレベルの
スクリプトが使用されている場合は、エラーが発生します。

2. 内部MTAフラグの「no vacation notice」がチェックされます。このフラグが設定され
ている場合、処理は終了し、不在通知は送信されません。

3. メッセージの返信用アドレスがチェックされます。返信用アドレスが空白の場合、処
理は終了し、不在通知は送信されません。

4. MTAは、現在のメッセージの To:、Cc:、Resent-to:、または Resent-cc:の各ヘッダー
フィールドにある :addressesタグ付き引数にユーザーのアドレスまたはその他のアド
レスが指定されているかどうかをチェックします。いずれのヘッダーフィールドでも
アドレスが見つからない場合、処理は終了し、不在通知は送信されません。

5. Messaging Serverは、:subject引数と理由文字列のハッシュを作成します。この文字列
は現在のメッセージの返信用アドレスとともに、ユーザーごとの不在応答の履歴に照
らしてチェックされます。応答が :days引数で許可されている時間内にすでに送信さ
れている場合、処理は終了し、応答は送信されません。

6. Messaging Serverは、:subject引数、理由文字列、および :mime引数から不在通知を作
成します。この応答メッセージには、次の 2つの基本的な形式があります。

� 最初の部分に理由テキストがある、RFC 2298で指定されている形式のMDN。

不在返信メッセージの自動返信の動作方式
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� 単一パートのテキスト返信。(この形式は、「reply」自動返信モードの属性の設定
をサポートするためにのみ使用される。)

不在メッセージがMessenger Expressを使用して設定された場合、mailautoreplymodeは自
動的に replyに設定されます。

MTAフラグの「no vacation notice」は、デフォルトでは設定解除されています。このフラ
グは、システムレベルの Sieveスクリプトで標準外の novacationアクションを使用して設
定できます。novacation Sieveアクションは、システムレベルの Sieveスクリプトでのみ許
可されます。ユーザーレベルのスクリプトで使用された場合は、エラーが発生します。
このアクションを使用して、不在返信に関してサイト全体に適用する制約を実装できま
す。たとえば、サブ文字列「MAILER-DAEMON」を含んでいるアドレスへの返信をブロック
するなどです。

ユーザーごと、応答ごとの情報は、一連のフラットテキストファイルに保存されます。
ファイルは、ローカルユーザーごとに 1つあります。これらのファイルの場所および
ネーミング方式は、VACATION_TEMPLATE MTAオプションで指定します。このオプションは
file:URLに設定する必要があります。

これらのファイルの保守は自動的に行われ、VACATION_CLEANUPMTAオプションの設定 (整
数)によって制御されます。これらのファイルのいずれかが開かれるたびに、この値を使
用して現在時刻の値 (秒単位)が計算されます。結果がゼロである場合、ファイルがス
キャンされ、有効期限切れのエントリはすべて削除されます。このオプションのデ
フォルト値は 200です。これは、200分の 1の確率でクリーンアップパスが実行されるこ
とを意味します。

これらのフラットテキストファイルの読み取りと書き込みに使用される機能は、NFS上
で正しく動作するように設計されています。これによって、複数のMTAが単一のファイ
ルセットを共通のファイルシステム上で共有することが可能になっています。

不在返信メッセージの自動返信の属性
不在処理で使用される LDAPユーザーディレクトリ属性は、次のとおりです。

� LDAP_PERSONAL_NAMEで定義されている属性
エイリアス処理は、この属性で指定された個人名情報を記録し、この情報を使用し
て、生成されたMDNまたは不在返信の From:フィールドを作成します。個人情報を
公開しないように注意して使用してください。

� vacationStartDate

休暇開始日時。値の形式は、YYYYMMDDHHMMSSZです。この値はGMTを標準にしていま
す。自動返信は、現在時刻がこの属性で指定されている時刻よりもあとの場合にのみ
生成される必要があります。この属性がない場合、開始日は適用されません。
LDAP_START_DATEMTAオプションを別の属性名に設定すると、この情報を別の属性で
参照するようにMTAに指示することができます。

不在返信メッセージの自動返信の属性
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この属性は、Sieveスクリプトを生成したコードによって読み取られ、チェックされま
す。現在時刻が不在開始日より前である場合、不在処理は中止されます。現時点で
は、Sieveには日付/時刻テスト機能および比較機能がないため、スクリプト自体では
この属性を操作できません。

� vacationEndDate

休暇終了日時。値の形式は、YYYYMMDDHHMMSSZです。この値はGMTを標準にしていま
す。自動返信は、現在時刻がこの属性で指定されている時刻よりも前の場合にのみ生
成される必要があります。この属性がない場合、終了日は適用されません。
LDAP_END_DATEMTAオプションを別の属性名に設定すると、この情報を別の属性で参
照するようにMTAに指示することができます。

この属性は、Sieveスクリプトを生成したコードによって読み取られ、チェックされま
す。現在時刻が不在終了日よりあとである場合、不在処理は中止されます。現時点で
は、Sieveには日付/時刻テスト機能および比較機能がないため、スクリプト自体では
この属性を操作できません。

� mailAutoReplyMode

ユーザーのメールアカウントに自動返信モードを指定します。この属性の有効な値
は、次のとおりです。

� echo -追加された mailAutoReplyTextテキストまたは mailAutoReplyTextInternalテ
キストに加えて、元のメッセージテキストをエコー出力するマルチパートを作成
します。

� reply - mailAutoReplyTextまたは mailAutoReplyTextInternalのいずれかで指定さ
れているシングルパートの返信を元の差出人に送信します。

これらのモードは、不在処理に渡される標準外の :echo引数および :reply引数と
して Sieveスクリプト内にあります。echoでは、返信内容として元のメッセージが
含まれた「処理済」のMDNが生成されます。replyでは、返信テキストのみの返
信が生成されます。不正な値は不在処理に渡される引数として示されません。し
たがって、元のメッセージのヘッダーのみのMDNが生成されます。自動返信モー
ドとして echoを選択すると、前回の返信が送信された時期にかかわらず、すべて
のメッセージに対して自動返信が送信されることにも注意してください。

LDAP_AUTOREPLY_MODEMTAオプションを別の属性名に設定すると、この情報を別の
属性で参照するようにMTAに指示することができます。

� mailAutoReplySubject

自動返信応答で使用する Subjectフィールドの内容を指定します。これはUTF-8文字
列である必要があります。この値は、:subject引数として不在処理に渡されます。
LDAP_AUTOREPLY_SUBJECTMTAオプションを別の属性名に設定すると、この情報を別の
属性で参照するようにMTAに指示することができます。

現時点では、Sieveには特定の置換を実行する機能がないため、$SUBJECTを使用して元
のメッセージをヘッダーに挿入することはできません。

� mailAutoReplyText

不在返信メッセージの自動返信の属性
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受取人のドメイン内のユーザーを除くすべての差出人に送信する自動返信のテキス
ト。これが指定されていない場合、外部ユーザーは不在メッセージを受信しませ
ん。LDAP_AUTOREPLY_TEXTMTAオプションを別の属性名に設定すると、この情報を別
の属性で参照するようにMTAに指示することができます。

� mailAutoReplyTextInternal

受取人のドメインから送信者に送られる自動返信のテキスト。これが指定されていな
い場合、内部ユーザーがメールの自動返信テキストのメッセージを受け取ります。
LDAP_AUTOREPLY_TEXT_INTMTAオプションを別の属性名に設定すると、この情報を別
の属性で参照するようにMTAに指示することができます。
MTAは、mailAutoReplyTextまたは mailAutoReplyTextInternalのいずれかの属性値を
理由文字列として不在処理に渡します。

� mailAutoReplyTimeOut

任意の差出人への自動返信の応答に成功するまでの時間間隔 (時間単位)。
mailAutoReplyMode=replyの場合にのみ使用されます。値が 0の場合は、メッセージ受
信のたびに応答が送り返されます。この値は、不在処理に渡される標準外の :hours引
数に変換されます。(通常、Sieve不在処理では、この目的のために :days引数のみが
サポートされている。また、0の値は許可されていない。)
この属性がユーザーエントリにない場合、AUTOREPLY_TIMEOUT_DEFAULTMTAオプ
ションからデフォルトのタイムアウトが取得されます。LDAP_AUTOREPLY_TIMEOUT MTA

オプションを設定すると、この情報を別の属性で参照するようにMTAに指示するこ
とができます。
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メールのフィルタリングとアクセス制御

この章では、メールをソース (差出人、IPアドレスなど)やヘッダー文字列に基づいて
フィルタリングする方法について説明します。メールフィルタリングには、MTAへのア
クセスを制御するため、マッピングテーブルを使う方法と、Sieveサーバー側ルール (SSR)
を使う方法の 2つがあります。

マッピングテーブルを使ってMTAへのアクセスを制限すると、From:アドレスとTo:アド
レス、IPアドレス、ポート番号、およびソースまたは宛先チャネルに基づいてメッセー
ジをフィルタリングできます。マッピングテーブルを使うと、SMTPリレーの有効または
無効を切り替えることができます。Sieveはメールフィルタリングスクリプトであり、こ
れを使うと、ヘッダーで見つかった文字列に基づいてメッセージをフィルタリングでき
ます。これは、メッセージ本文に対しては機能しません。

エンベロープレベルの制御が望ましい場合には、マッピングテーブルを使ってメールを
フィルタリングします。ヘッダーベースの制御が望ましい場合には、Sieveサーバー側
ルールを使います。

この章は、次の 2つの部分から構成されています。

518ページの「第 1部マッピングテーブル」:管理者は、特定のマッピングテーブルを設
定することによってMTAサービスへのアクセスを制御できます。管理者は、Messaging
Serverによるメールの送信または受信をどのユーザーに許可するか、あるいは許可しない
かを制御できます。

542ページの「第 2部メールボックスフィルタ」:ユーザーと管理者は、メッセージを
フィルタリングし、メッセージヘッダーで見つかった文字列に基づいて、フィルタ済み
のメッセージに対するアクションを指定できます。Sieveフィルタ言語を使用します。
フィルタリングは、MTAレベルまたはユーザーレベルのチャネルで実行できます。
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第1部マッピングテーブル
第 1部には次の節があります。

� 518ページの「マッピングテーブルを使ってアクセスを制御する」
� 531ページの「アクセス制御はいつ適用されるのか」
� 531ページの「アクセス制御マッピングをテストするには」
� 532ページの「SMTPリレーを追加するには」
� 535ページの「SMTPリレーブロッキングを設定する」
� 540ページの「多数のアクセスエントリを処理する」
� 520ページの「アクセス制御マッピングテーブルのフラグ」

マッピングテーブルを使ってアクセスを制御する
メールサービスへのアクセスを制御するには、一定のマッピングテーブルを使用しま
す。これらのマッピングテーブルを使用すると、メールの送信、受信、またはその両方
をどのユーザーに許可するか、あるいは許可しないかを制御できます。表 17–1に、この
節で説明するマッピングテーブルのリストを示します。FROM_ACCESS、MAIL_ACCESS、
ORIG_MAIL_ACCESSの各マッピングテーブルに与えられているアプリケーション情報の文
字列には、HELO/EHLO SMTPコマンドで要求されるシステム名が含まれます。この名前は
文字列の最後に表示されて、文字列 (通常は「SMTP」)のほかの部分とはスラッシュで区
切られています。要求されるシステム名は、ある種のワームやウィルスのブロックに役
立つ場合があります。

アクセス制御マッピングテーブル—操作
アクセス制御マッピングテーブルの形式は、ほかのマッピングテーブルと同じ一般的な
ものです (239ページの「マッピングファイル」を参照)。マッピングテーブル名の後ろに
改行が入り、そのあとに 1つまたは複数のマッピングエントリが続きます。マッピング
エントリは、左側の検索パターンと右側のテンプレートから構成されています。検索パ
ターンは特定のメッセージをフィルタリングし、テンプレートはメッセージに対して実
行するアクションを指定します。例:

SEND_ACCESS

*|Elvis1@sesta.com|*|* $Y

*|Nelson7@sesta.com|*|* $Y

*|AkiraK@sesta.com|*|* $Y

*|*@sesta.com|*|* $NMail$ Blocked

この例では、ドメイン Elvis1、Nelson、および AkiraKを除き、ドメイン sesta.comから
のすべての電子メールをブロックしています。

アクセス制御マッピングエントリの検索パターンは多数の検索条件から構成され、
個々の検索条件は縦棒 (|)で区切られています。検索条件の順序はアクセスマッピング
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テーブルによって決定されます。これについてはあとの節で説明します。例として、
SEND_ACCESSマッピングテーブルの検索形式を次に示します。

src-channel|from-address|dst-channel|to-address

src-channelはメッセージをキューに入れるチャネル、from-addressはメッセージの作成者
アドレス、dst-channelはキューに入れられたメッセージの宛先となるチャネル、
to-addressはメッセージの宛先アドレスです。これらの 4つのフィールド内でアスタリス
クを使用すると、そのフィールドの情報 (チャネルやアドレスなど)が任意のデータと一
致するようになります。

注 – mappingsファイルを変更した場合は、必ず設定をコンパイルしなおしてください (
235ページの「MTA設定をコンパイルする」を参照)。

表 17–1アクセス制御マッピングテーブル

マッピングテーブル 説明

SEND_ACCESS (522ページ
の「SEND_ACCESSテーブルと
ORIG_SEND_ACCESSテーブル」を
参照。)

エンベロープ Fromアドレス、エンベロープ Toアドレス、ソースおよび宛先
チャネルに基づいて、着信接続をブロックする場合に使用します。書き換えやエ
イリアス展開などの処理が行われてから、Toアドレスが調べられます。

ORIG_SEND_ACCESS (522ページ
の「SEND_ACCESSテーブルと
ORIG_SEND_ACCESSテーブル」を
参照。)

エンベロープ Fromアドレス、エンベロープ Toアドレス、ソースおよび宛先
チャネルに基づいて、着信接続をブロックする場合に使用します。書き換え後、
エイリアス展開の前に Toアドレスが調べられます。

MAIL_ACCESS (524ページ
の「MAIL_ACCESSマッピングテー
ブルとORIG_MAIL_ACCESSマッピ
ングテーブル」を参照。)

SEND_ACCESSテーブルと PORT_ACCESSテーブルを組み合わせた情報に基づいて着信
接続をブロックする場合に使用します。SEND_ACCESSのチャネルとアドレス、お
よび PORT_ACCESSの IPアドレスとポート番号に関する情報が基準となります。

ORIG_MAIL_ACCESS (524ページ
の「MAIL_ACCESSマッピングテー
ブルとORIG_MAIL_ACCESSマッピ
ングテーブル」を参照。)

ORIG_SEND_ACCESSテーブルと PORT_ACCESSテーブルを組み合わせた情報に基づい
て着信接続をブロックする場合に使用します。ORIG_SEND_ACCESSのチャネルとア
ドレス、および PORT_ACCESSの IPアドレスとポート番号に関する情報が基準とな
ります。

FROM_ACCESS (526ページ
の「FROM_ACCESSマッピング
テーブル」を参照。)

エンベロープ Fromアドレスに基づいてメールをフィルタリングする場合に使用し
ます。このテーブルは、Toアドレスが不適切な場合に使用します。

PORT_ACCESS (528ページ
の「PORT_ACCESSマッピングテー
ブル」を参照。)

IP番号に基づいて着信接続をブロックする場合に使用します。
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もっとも一般的なのは、MAIL_ACCESSおよび ORIG_MAIL_ACCESSによるマッピングで、
SEND_ACCESSおよび、ORIG_SEND_ACCESSに使用できるアドレスおよびチャネル情報のほ
か、IPアドレスやポート番号などの PORT_ACCESSマッピングテーブルを介して得られるよ
うな情報も得ることができます。

アクセス制御マッピングテーブルのフラグ
表 17–2に、SEND_ACCESS、ORIG_SEND_ACCESS、MAIL_ACCESS、ORIG_MAIL_ACCESS、および
FROM_ACCESS マッピングテーブルに関連するアクセスマッピングフラグを示します。
PORT_ACCESSマッピングテーブルでは、少し異なるフラグがサポートされています (表
17–3を参照)。

引数を伴うフラグの場合、引数がテーブルに表示される読み取り順に並んでいる必要が
あります。例:

ORIG_SEND_ACCESS

tcp_local|*|tcp_local|* $N$D30|Relaying$ not$ allowed

この場合、遅延期間の後ろに拒否文字列が来るのが正しい順序です。フラグ自体は、ど
のような順序で指定してもかまいません。したがって、次のエントリはいずれも同じ結
果になります。

30|Relaying$ not$ allowed$D$N

$N30|Relaying$ not$ allowed$D

30|$N$DRelaying$ not$ allowed

表 17–2アクセスマッピングフラグ

フラグ 説明

$A SASLが使用されている場合に設定されます。249ページの「特殊なフラグの確
認」を参照してください。

$B ビットバケットにメッセージをリダイレクトします。

$D 配信遅延の確認が要求された場合に設定されます (FROM_ACCESSでは指定でき
ない)。249ページの「特殊なフラグの確認」を参照してください。

$F 配信失敗の確認が要求された場合に設定されます (FROM_ACCESSでは指定でき
ない)。249ページの「特殊なフラグの確認」を参照してください。

$H .HELDファイルとしてメッセージを保留します。

$S 配信成功の確認が要求された場合に設定されます (FROM_ACCESSでは指定でき
ない)。249ページの「特殊なフラグの確認」を参照してください。
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表 17–2アクセスマッピングフラグ (続き)
フラグ 説明

$T TLSが使用されている場合に設定されます。249ページの「特殊なフラグの確
認」を参照してください。

$U ORIG_SEND_ACCESS、SEND_ACCESS、ORIG_MAIL_ACCESS、および MAIL_ACCESSで使用さ
れた場合、マッピング開始時から 1つの整数引数をとり、MM_DEBUGの値をそれに
応じて設定します。また、このフラグが設定されていると、チャネルレベルのデ
バッグも有効になります。その結果、ソース IPアドレス、元のアドレス、受取人
アドレスなどに基づいてデバッグを有効化できるようになります。

$Y アクセスを許可します。

$V すべての受取人について強制破棄が実行されるようにします。

$Z すべての受取人について強制破棄が実行されるようにします。

フラグと引数、引数の読み取り順序 + (このリストはアルファベット順にしないこと)

$Uinteger マッピング開始時から 1つの整数引数をとり、MM_DEBUGをそれに応じて設定
します。また、このフラグが設定されていると、チャネルレベルのデバッグも有
効になります。その結果、ソース IPアドレス、元のアドレス、受取人アドレスな
どに基づいてデバッグを有効化できるようになります。

$Jaddress *元のエンベロープの From:アドレスを指定の addressに置換します。

$Kaddress * ++元の Sender:アドレスを指定の addressに置換します。

$Iuser|identifier 特定のユーザーのグループ IDを調べます。

$<string +++プローブが一致する場合、stringを syslog (UNIX、user.notice機能と重大度)
またはイベントログ (NT)に送ります。

$>string +++アクセスが拒否された場合、stringを syslog (UNIX、user.notice機能と重大
度)またはイベントログ (NT)に送ります。

$Ddelay 応答を delay (100分の 1秒単位)だけ遅らせます。正の値の場合、トランザク
ションでの各コマンド時にこの遅延が適用され、負の値の場合、アドレスの引渡
し時 (FROM_ACCESSテーブルの SMTPMAILFROM:コマンド、その他のテーブル
の SMTPRCPTTO:コマンド)にのみこの遅延が適用されます。

$Ttag tagを前に付けます。

$Aheader メッセージにヘッダー行 headerを追加します。

$Gconversion_tag ORIG_SEND_ACCESS、SEND_ACCESS、ORIG_MAIL_ACCESS、および MAIL_ACCESSで使用さ
れた場合、マッピングの結果の値を読み込んで、現在の受取人に適用される変換
タグの集合として処理します。FROM_ACCESSとともに使用された場合、変換タグ
はすべての受取人に適用されます。マッピングから読み取られる一連の引数の中
で、$Gは $A (ヘッダーアドレス)のあとに配置されます。434ページの「メール変
換タグ」を参照してください。
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表 17–2アクセスマッピングフラグ (続き)
フラグ 説明

$Sx,y,z *マッピングの結果から、追加および別々の引数がマッピング結果から読み取ら
れるようにします。この引数は、カンマで区切られた 1個～ 3個の整数値から構
成されます。最初の値は、トランザクション用の新しい最小の blocklimitを設定
します。2番目の値は新しい最小の recipientlimitを設定し、3番目の値は新し
い最小の recipientcutoffを設定します。いずれかの取得引数が読み込まれる
と、マッピングの結果から引数が読み込まれます。407ページの「絶対的な
メッセージサイズ制限を指定する」を参照してください。

$Xerror-code メッセージを拒否した場合に、指定した error-codeを含む拡張 SMTPエラーコード
を発行します。

$,spamadjust_arg アクセスマッピングテーブルから Sieve spamadjust処理を実行可能にします。引
数は、spamadjust引数と同じ形式をとります。また、上のマッピングの一部は受
取人単位で適用されます。実行されるすべての spamadjust処理はすべての受取人
に適用されます。

$Nstring アクセスを拒否し、オプションのエラーテキスト stringを送ります。

$Fstring $N stringと同じです。アクセスを拒否し、オプションのエラーテキスト stringを送
ります。

* FROM_ACCESSテーブルでのみ使用できます。

+引数を伴うフラグを複数個使用する場合は、引数を縦棒文字「|」で区切り、この表に示されている順序で配置しま
す。

++ $Kフラグを FROM_ACCESSマッピングテーブルで有効にするには、ソースチャネルに authrewriteキーワードが含まれ
ていなければなりません。

+++問題のある差出人によるサービス拒否攻撃を防ぐには $Dフラグを使用するとよいでしょう。特に、$>エントリま
たはアクセスを拒否する $<エントリで $Dフラグを使用します。

SEND_ACCESSテーブルとORIG_SEND_ACCESSテー
ブル
SEND_ACCESSマッピングテーブルと ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルを使用して、だ
れがメールを送信または受信できるのか、あるいは送受信できるのかを制御することが
できます。アクセスチェックは、メッセージのエンベロープ From:アドレスおよびエンベ
ロープ To:アドレス、メッセージがどのチャネルから入ってきたか、どのチャネルから
出ていくのかという情報に基づいて行われます。

SEND_ACCESSまたは ORIG_SEND_ACCESSのマッピングテーブルが存在する場合、MTAを通過
するメッセージの各受取人を調べるために、MTAは次のフォーマットの文字列が記述さ
れているテーブルをスキャンします。縦棒文字「|」の用法に注意してください。

src-channel|from-address|dst-channel|to-address
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src-channelはメッセージをキューに入れるチャネル、from-addressはメッセージの作成者
アドレス、dst-channelはキューに入れられたメッセージの宛先となるチャネル、
to-addressはメッセージの宛先アドレスです。これらの 4つのフィールド内でアスタリス
クを使用すると、そのフィールドの情報 (チャネルやアドレスなど)が任意のデータと一
致するようになります。

この場合のアドレスは、エンベロープ From:アドレスとエンベロープ To:アドレスを指し
ています。SEND_ACCESSの場合は、書き換えやエイリアス展開などの処理が行われてか
ら、エンベロープの To:アドレスが調べられます。ORIG_SEND_ACCESSの場合は、書き換え
後、エイリアス展開の前に、メッセージ作成者により指定されたエンベロープ To:アド
レスが調べられます。

検索文字列のパターン (テーブルの左側にあるエントリ)が一致すると、そのマッピング
の結果出力が調べられます。出力に「$Y」または「$y」フラグが含まれている場合は、
その特定の To:アドレスに対しメッセージをキューに入れることが許可されます。出力
に「$N」、「$n」、「$F」、または「$f」フラグが含まれている場合は、その特定のア
ドレスに対しメッセージをキューに入れることが拒否されます。拒否された場合は、オ
プションの拒否通知テキストをマッピング出力に与えることができます。その文字列
は、MTAが発行する拒否通知エラーメッセージに含まれることになります。「$N」、
「$n」、「$F」、または「$f」以外に文字列が出力されない場合は、デフォルトの拒否
通知テキストが使用されます。その他のフラグの説明については、520ページの「アクセ
ス制御マッピングテーブルのフラグ」を参照してください。

MTAオプション ACCESS_ORCPTを 1に設定すると、SEND_ACCESS、ORIG_SEND_ACCESS、
MAIL_ACCESS、および ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブルに渡されるプローブ値に縦棒
で区切られたフィールドが付加されます。このフィールドには、元の受取人 (ORCPT)ア
ドレスが入ります。メッセージにORCPTアドレスが含まれない場合は、変更されていな
い元のRCPTTO:アドレスが代わりに使用されます。デフォルトは 0であり、プローブ値
で終わります。

src-channel|from-address|dst-channel|to-address|ORCPT_address

次の例は、mailや PineなどのUNIXユーザーエージェントから送られてきたメール、
ローカル lチャネルからの入力、およびTCP/IPなどのチャネルからメッセージをイン
ターネットに出力するケースを示すものです。ポストマスター以外のローカルユーザー
は、インターネットからメールを受信できても送信は許可されていないと仮定します。
そのような制御を行う 1つの手段として、次の例に示す SEND_ACCESSマッピングテーブル
の使用があります。このマッピングテーブルの例では、ローカルのホスト名が sesta.com

であると想定しています。チャネル名「tcp_*」では、ワイルドカードを使って任意の
TCP/IPチャネル名 (たとえば tcp_loal)と一致するようにしています。

例 17–1SEND_ACCESSマッピングテーブル

SEND_ACCESS

*|postmaster@sesta.com|*|* $Y

*|*|*|postmaster@sesta.com $Y

l|*@sesta.com|tcp_*|* $NInternet$ postings$ are$ not$ permitted
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例 17–1SEND_ACCESSマッピングテーブル (続き)

拒否通知メッセージでは、メッセージ内の空白文字の引用符としてドル記号が使われて
います。ドル記号を使用しないと、拒否通知メッセージが「Internet postings are not
permitted」とならずに「Internet」だけで終わってしまいます。この例では、「ローカ
ル」のポスティングに関するほかのソース (PCベースのメールシステムであるのか、
POPまたは IMAPクライアントであるのかなど)は無視されていることに注意してくださ
い。

注 –MTAによる拒否通知エラーテキストが、メッセージの差出人であるユーザーに対し
て実際に提示されるかどうかは、メッセージの送信を試行するクライアントにより異な
ります。着信 SMTPメッセージを拒否するために SEND_ACCESSを使用した場合、オプ
ションの拒否通知テキストを含む SMTP拒否通知コードをMTAが発行することはほとん
どありません。その情報に基づいてバウンスメッセージを構築し、元の差出人に戻すか
どうかは、送信 SMTPクライアントによって決まります。

MAIL_ACCESSマッピングテーブルと
ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブル
MAIL_ACCESSマッピングテーブルは、SEND_ACCESSマッピングテーブルと PORT_ACCESS

マッピングテーブルのスーパーセットです。つまり、SEND_ACCESSのチャネルとアドレ
ス、および PORT_ACCESSの IPアドレスとポート番号の情報を組み合わせたものです。同
様に、ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブルは、 ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブル
と PORT_ACCESSマッピングテーブルのスーパーセットです。MAIL_ACCESSのプローブ文字
列フォーマットは次のとおりです。

port-access-probe-info|app-info|submit-type|send_access-probe-info

同様に、ORIG_MAIL_ACCESSのプローブ文字列フォーマットは次のとおりです。

port-access-probe-info|app-info|submit-type|orig_send_access-probe-info

ここで、port-access-probe-infoは、SMTP着信メッセージの場合は PORT_ACCESSマッピング
テーブルプローブに通常含まれているすべての情報から構成され、それ以外の場合は空
白になります。app-infoには、HELO/EHLO SMTPコマンドで要求されるシステム名が含まれ
ます。この名前は文字列の最後に表示されて、文字列 (通常は「SMTP」)のほかの部分と
はスラッシュで区切られています。要求されるシステム名は、ある種のワームやウィル
スのブロックに役立つ場合があります。submit-typeは、メッセージがMessaging Serverに
どのように送信されたかに応じて、MAIL、SEND、SAML、または SOMLのいずれかにな
ります。通常、この値は、メッセージとして送信されたことを表すMAILです。SEND、
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SAML、または SOMLは、ブロードキャスト要求 (またはブロードキャストとメッセージ
を組み合わせた要求)が SMTPサーバーに送信された場合の値です。MAIL_ACCESSマッピ
ングの send-access-probe-infoは、SEND_ACCESSマッピングテーブルプローブに通常含まれて
いるすべての情報から成ります。同様に、ORIG_MAIL_ACCESSマッピングの
orig-access-probe-infoは、ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルプローブに通常含まれてい
るすべての情報から成ります。

MTAオプション ACCESS_ORCPTを 1に設定すると、SEND_ACCESS、ORIG_SEND_ACCESS、
MAIL_ACCESS、および ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブルに渡されるプローブ値に縦棒
で区切られたフィールドが付加されます。このフィールドには、元の受取人 (ORCPT)アド
レスが入ります。メッセージに ORCPTアドレスが含まれない場合は、変更されていない元
の RCPT TO:アドレスが代わりに使用されます。デフォルトは 0であり、プローブ値で終
わります。次に例を示します。

port-access-probe-info|app-info|submit-type|send_access-probe-info|ORCPT_address

着信TCP/IP接続情報が、チャネルおよびアドレスの情報と同じマッピングテーブルにあ
ると、特定の IPアドレスからのメッセージにどのエンベロープの From:アドレスを表示
させるのかなど、何らかの制御を課す場合に便利です。電子メールの偽造を規制した
り、ユーザーに対し POPおよび IMAPクライアントの From:アドレス設定を正しく行
なったりするように奨励する効果もあります。たとえば、IPアドレス 1.2.3.1および
1.2.3.2から送信されたメッセージに対してのみエンベロープ From:アドレスに
vip@siroe.comを表示し、1.2.0.0サブネット内のシステムから送信されるメッセージには
エンベロープ From:アドレスに siroe.comを表示するようなサイトでは、次の例に示す
MAIL_ACCESSマッピングテーブルを使用します。

例 17–2MAIL_ACCESSマッピングテーブル

MAIL_ACCESS

! vip の 2 つのシステムのエントリ
!

TCP|*|25|1.2.3.1|*|SMTP|MAIL|tcp_*|vip@siroe.com|*|* $Y

TCP|*|25|1.2.3.2|*|SMTP|MAIL|tcp_*|vip@siroe.com|*|* $Y

!

! ほかのシステムのアドレスから vip の From: アドレスを使用することを
! 許可しない
!

TCP|*|25|*|*|SMTP|MAIL|tcp_*|vip@siroe.com|*|* \

$N500$ Not$ authorized$ to$ use$ this$ From:$ address

!

! siroe.com の From: アドレスを持つサブネット内からの送信を
! 許可する
!

TCP|*|25|1.2.*.*|*|SMTP|MAIL|tcp_*|*@siroe.com|*|* $Y

!

! 通知を許可する
!
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例 17–2MAIL_ACCESSマッピングテーブル (続き)

TCP|*|25|1.2.*.*|*|SMTP|MAIL|tcp_*||*|* $Y

!

! non-siroe.com アドレスを持つサブネット内からの送信を
! ブロックする
!

TCP|*|25|1.2.*.*|*|SMTP|MAIL|tcp_*|*|*|* \

$NOnly$ siroe.com$ From:$ addresses$ authorized

FROM_ACCESSマッピングテーブル
FROM_ACCESSマッピングテーブルは、だれがメールを送信できるのか、まただれが From:

アドレスを認証アドレスに書き換えることができるのか、またはその両方を制御するの
に使用します。

FROM_ACCESSマッピングテーブルへの入力プローブ文字列は、MAIL_ACCESSマッピング
テーブルのものと似ています。違いは、宛先チャネルとアドレスがないこと、場合に
よっては認証済み差出人情報があることです。したがって、FROM_ACCESSマッピングテー
ブルが存在する場合は、メッセージが送信されるたびにMessaging Serverによって次の
フォーマットで文字列が記述されているテーブルの検索が行われます。縦棒文字「|」の
用法に注意してください。

port-access-probe-info|app-info|submit-type|src-channel|from-address|auth-from

ここで、port-access-probe-infoは、SMTP着信メッセージの場合は PORT_ACCESSマッピング
テーブルプローブに通常含まれているすべての情報から構成され、それ以外の場合は空
白になります。app-infoには、HELO/EHLO SMTPコマンドで要求されるシステム名が含まれ
ます。この名前は文字列の最後に表示されて、文字列 (通常は「SMTP」)のほかの部分と
はスラッシュで区切られています。要求されるシステム名は、ある種のワームやウィル
スのブロックに役立つ場合があります。submit-typeは、メッセージがMTAにどのように
送信されたかに応じて、MAIL、SEND、SAML、または SOMLのいずれかになります。通
常、この値は、メッセージとして送信されたことを表すMAILです。SEND、SAML、ま
たは SOMLは、ブロードキャスト要求 (またはブロードキャストとメッセージを組み合わ
せた要求)が SMTPサーバーに送信された場合の値です。src-channelはメッセージを発す
る (メッセージをキューに入れる)チャネル、from-addressはメッセージの作成者アドレス
です。auth-fromは認証済み作成者アドレスですが、その情報がない場合は空白になりま
す。

プローブ文字列のパターン (テーブルの左側にあるエントリ)が一致した場合は、その
マッピングの結果出力が調べられます。出力に「$Y」または「$y」フラグが含まれてい
る場合は、その特定の To:アドレスに対しメッセージをキューに入れることが許可され
ます。出力に「$N」、「$n」、「$F」、または「$f」フラグが含まれている場合は、そ
の特定のアドレスに対しメッセージをキューに入れることが拒否されます。拒否された
場合は、オプションの拒否通知テキストをマッピング出力に与えることができます。こ
の文字列は、Messaging Serverが発行する拒否通知エラーメッセージに含まれることにな
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ります。「$N」、「$n」、「$F」、または「$f」以外に文字列が出力されない場合は、
デフォルトの拒否通知テキストが使用されます。その他のフラグの説明については、
520ページの「アクセス制御マッピングテーブルのフラグ」を参照してください。

FROM_ACCESSは、作成者の情報に基づいてメッセージの送信を許可するかどうかを決定で
きるだけでなく、エンベロープの From:アドレスを $Jフラグで許可したり、authrewrite

チャネルキーワードの効果を $Kフラグで変更 (受理したメッセージに Sender:ヘッダーア
ドレスを追加)できます。たとえば、次のマッピングテーブルを使用し、エンベロープの
From:アドレスを最初のものから認証アドレスに置き換えることができます。

例 17–3FROM_ACCESSマッピングテーブル

FROM_ACCESS

*|SMTP|*|tcp_auth|*| $Y

*|SMTP|*|tcp_auth|*|* $Y$J$3

特定のソースチャネルの authrewriteをゼロ以外の値に設定する効果を変更するために
FROM_ACCESSマッピングテーブルを使用する場合、認証アドレスが文字どおりである限り
FROM_ACCESSを使用する必要はありません。

たとえば、tcp_localチャネルに authrewrite 2を設定する場合は、authrewriteだけでこ
の効果 (文字どおりの認証済みアドレス)を得るのに十分なため、次の FROM_ACCESSマッピ
ングテーブルは不要です。

FROM_ACCESS

*|SMTP|*|tcp_auth|*| $Y

*|SMTP|*|tcp_auth|*|* $Y$K$3

ただし、FROM_ACCESSの本来の目的は、次の例に示すように、より複雑で微妙な変更を行
うことにあります。着信メッセージに Sender:ヘッダー行を追加 (SMTPAUTH認証済み
送信者アドレスを表示)する場合は、authrewriteキーワードだけでも十分です。ただ
し、SMTPAUTH認証済み送信者アドレスがエンベロープの From:アドレスと異なる場合
にのみ、着信メッセージに Sender:ヘッダー行を強制的に追加するとします (つまり、ア
ドレスが一致した場合には、Sender:ヘッダー行を追加しない)。さらに、エンベロープの
From:にオプションのサブアドレス情報が含まれているというだけでは、SMTPAUTHお
よびエンベロープの From:アドレスが異なるとみなさないとします。

FROM_ACCESS

! 認証済みのアドレスが使用できない場合、何もしない
*|SMTP|*|tcp_auth|*| $Y

! 認証済みのアドレスがエンベロープの From: に一致する場合は、何もしない
*|SMTP|*|tcp_auth|*|$2* $Y
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! 認証済みのアドレスが From: sans

! サブアドレスに一致する場合は、何もしない
*|SMTP|*|tcp_auth|*+*@*|$2*@$4* $Y

! ただし、認証済みアドレスは存在しているが
! 一致しない場合は、
! Sender: ヘッダー
*|SMTP|*|tcp_auth|*|* $Y$K$3

PORT_ACCESSマッピングテーブル
ディスパッチャは、IPアドレスおよびポート番号に基づいて、着信接続を許可するかど
うかを選択できます。ディスパッチャは、起動時に PORT_ACCESSという名前のマッピング
テーブルを探します。このファイルが見つかると、ディスパッチャは接続情報を次のよ
うにフォーマットします。

TCP|server-address|server-port|client-address|client-port

ディスパッチャは、すべての PORT_ACCESSマッピングエントリを照合します。マッピング
の結果に「$N」または「$F」が含まれている場合には、接続を即座に終了します。それ
以外の場合は、接続を許可します。「$N」または「$F」の後ろに拒否通知メッセージが
続くことがあります。メッセージがある場合には、接続を断つ前にそのメッセージが送
り返されます。メッセージが送り返される前に、その文字列にはCRLFターミネータが追
加されることに注意してください。

注 –MMPは PORT_ACCESSマッピングテーブルを使用しません。MMPを使用している場
合、特定の IPアドレスからの SMTP接続を拒否するには、TCPAccessオプションを使用す
る必要があります。182ページの「MMPを使ったメールアクセスを設定するには」を参
照してください。マッピングテーブルを使って SMTP接続を制御する場合は、
INTERNAL_IPマッピングテーブルを使用します (533ページの「外部サイトの SMTPリレー
を許可する」を参照)。

$<フラグにオプションの文字列が続いており、マッピングプローブが一致しなかった場
合は、Messaging Serverが文字列を syslog (UNIX)またはイベントログ (NT)に送ります。$>

フラグにオプションの文字列が続いており、アクセスが拒否された場合は、Messaging
Serverが文字列を syslog (UNIX)またはイベントログ (NT)に送ります。LOG_CONNECTION

MTAオプションのビット 1が設定されており、かつ「$N」フラグが設定されて接続が拒
否されている場合は、「$T」フラグを指定することにより “T”エントリが接続ログに書
き込まれるようになります。LOG_CONNECTIONMTAオプションのビット 4が設定されてい
る場合は、サイト提供のテキストを PORT_ACCESSエントリに提供し、「C」接続ログエン
トリに含めることが可能です。そのようなテキストを指定するには、エントリの右側に
縦棒「|」を 2つと適切なテキストを挿入します。表 17–3に、使用可能なフラグを表示し
ます。
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表 17–3PORT_ACCESSマッピングフラグ

フラグ 説明

$Y アクセスを許可します。

フラグと引数 (引数の読み取り順序 +)

$<文字列 プローブが一致する場合、文字列を syslog (UNIX)またはイベントログ (NT)
に送ります。

$>文字列 アクセスが拒否された場合、文字列を syslog (UNIX)またはイベントログ
(NT)に送ります。

$N文字列 アクセスを拒否し、オプションのエラーテキスト文字列を送ります。

$F文字列 「$N文字列」と同じです。アクセスを拒否し、オプションのエラーテキス
ト文字列を送ります。

$Tテキスト LOG_CONNECTIONMTAオプションのビット 1 (値 2)が設定されており、か
つ「$N」フラグが設定されて接続が拒否されている場合は、「$T」によ
り「T」エントリが接続ログに書き込まれます。「T」ログエントリには
マッピング結果文字列全体 ($Nとその文字列)が含まれることになります。

+引数を伴うフラグを複数個使用する場合は、引数を縦棒文字「|」で区切り、この表に示されて
いる順序で配置します。

たとえば、次のマッピングは、単一のネットワークからポート 25 (標準の SMTPポート)
への SMTP接続だけを許可します。説明テキストは送らずに特定のホストを拒否しま
す。

PORT_ACCESS

TCP|*|25|192.123.10.70|* $N500

TCP|*|25|192.123.10.*|* $Y

TCP|*|25|*|* $N500$ Bzzzt$ thank$ you$ for$ playing.

PORT_ACCESSマッピングテーブルを変更した場合、その変更内容を適用するためにディス
パッチャを再起動する必要があります。コンパイルしたMTA設定ファイルを使用してい
る場合は、変更内容を適用するために、先に設定ファイルをコンパイルしなおしてくだ
さい。

PORT_ACCESSマッピングテーブルは、特に IPベースの拒否通知を処理するためのもので
す。電子メールアドレスレベルでの一般的な制御には、SEND_ACCESSまたは MAIL_ACCESS

マッピングテーブルが適しています。
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MTAへの指定 IPアドレス接続を制限するには
PORT_ACCESSマッピングテーブルの conn_throttle.so共有ライブラリを使用すると、特
定の IPアドレスがMTAに接続する頻度を制限することができます。特定の IPアドレス
による接続の制限は、サービス拒否攻撃による過剰な接続を防ぐ場合などに便利です。

conn_throttle.soは PORT_ACCESSマッピングテーブルで使用される共有ライブラリで、特
定の IPアドレスからの過度のMTA接続を制限するために使用されます。次に示すよう
に、設定オプションはすべて接続スロットル共有ライブラリに対するパラメータとして
指定されます。

$[msg_svr_base/lib/conn_throttle.so, throttle,IP-address ,max-rate]

IP-addressは、ピリオドで区切られた数字によるリモートシステムのアドレスです。
max-rateは、この IPアドレスに対して許可される 1分当たりの最大接続数です。

throttleの代わりに throttle_pをルーチン名として使用すると、ペナルティーが適用さ
れます。throttle_pを使用すると、過去に過度の接続があった場合、接続が拒否されま
す。たとえば、最大接続数が 100で、過去 1分間に 250の接続が試みられた場合、リモー
トサイトはその 1分間における最初の 100個の接続のあとブロックされるだけでなく、次
の 1分間もブロックされます。つまり、1分が経過するごとに、その 1分間に試行された
接続数と 1分当たりの許容最大接続数とが比較され、試行接続数が許容最大接続数より
大きいと判断された場合、そのリモートシステムはブロックされます。

指定した IPアドレスの接続が 1分当たりの最大接続数を超えなかった場合、共有ライブ
ラリの呼び出しに失敗します。

1分当たりの最大接続数を超過した場合は、共有ライブラリの呼び出しに成功しますが、
値が返されることはありません。これは $C/$Eの組み合わせで行われます。次に、その
例を示します。

PORT_ACCESS

TCP|*|25|*|* \

$C$[msg_svr_base/lib/conn_throttle.so,throttle,$1,10] \

$N421$ Connection$ not$ accepted$ at$ this$ time$E

説明:

$Cにより、次のテーブルエントリからマッピングプロセスが続行されます。このエント
リの出力文字列が、マッピングプロセスの新しい入力文字列として使用されます。

$[msg_svr_base/lib/conn_throttle.so,throttle,$1,10]はライブラリの呼び出しで、
throttleはライブラリルーチン、$1はサーバーの IPアドレス、10は 1分当たりの接続数
のしきい値です。

$N421$ Connection$ not$ accepted$ at$ this$ time により、アクセスが拒否され、421
SMTPコード (一時的な接続拒否)とともに、「現在接続は受け付けられません」という旨
のメッセージが返されます。
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$Eにより、マッピングプロセスが即時に終了します。このエントリからの出力文字列が
マッピングプロセスの最終結果として使用されます。

アクセス制御はいつ適用されるのか
Messaging Serverは、可能な限り早い段階でアクセス制御マッピングを調べます。実際に
どの時点で行われるかは、使用する電子メールプロトコルによって異なります。これ
は、必要な情報をいつ読み取れるのかという点に依存しているためです。

SMTPプロトコルの場合、FROM_ACCESSによる拒否は、送信側が受取人情報やメッセージ
データを送信する前に、MAILFROM:コマンドへの応答として行われます。SEND_ACCESS

または MAIL_ACCESSによる拒否は、送信側がメッセージデータを送信する前に、RCPT
TO:コマンドへの応答として行われます。SMTPメッセージが拒否された場合は、
Messaging Serverがメッセージデータを受信せずメッセージデータを確認しないため、そ
のような拒否を処理するためのオーバーヘッドが最小になります。

複数のアクセス制御マッピングテーブルが存在する場合、Messaging Serverはそれらをす
べて調べます。したがって、FROM_ACCESS、SEND_ACCESS、ORIG_SEND_ACCESS、
MAIL_ACCESS、および ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブルがすべて使用されることがあ
ります。

アクセス制御マッピングをテストするには
imsimta test -rewrite ユーティリティー (特に、-from、-source_channel、-sender 、お
よび -destination_channelオプション)は、アクセス制御マッピングのテストに役立ちま
す。詳細は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「imsimta test」を参照してください。次の例で、サンプルの SEND_ACCESS

マッピングテーブルとその結果としてのプローブを示します。

MAPPING TABLE:

SEND_ACCESS

tcp_local|friendly@siroe.com|l|User@sesta.com $Y

tcp_local|unwelcome@varrius.com|l|User@sesta.com $NGo$ away!

PROBE:

$ TEST/REWRITE/FROM="friendly@siroe.com" -

_$ /SOURCE=tcp_local/DESTINATION=l User@sesta.com

...

Submitted address list:

l

User (SESTA.COM) *NOTIFY FAILURES* *NOTIFY DELAYS* Submitted
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notifications list:

$ TEST/REWRITE/FROM="unwelcome@varrius.com" -

_$ /SOURCE=tcp_local/DESTINATION=l User@sesta.com

...

Submitted address list:

Address list error -- 5.7.1 Go away! User@sesta.com

Submitted notifications list:

SMTPリレーを追加するには
Messaging Serverは、デフォルトで、試行された SMTPリレーをブロックするように設定
されています。つまり、認証されていない外部ソースから外部アドレスへのメッセージ
の送信は拒否されます。外部システムとは、サーバーがあるホスト以外のシステムで
す。ほかのシステムはすべて外部システムとみなされることから、SMTPリレーをブ
ロックするこのデフォルト設定はかなり厳しいものだといえます。

IMAPクライアントと POPクライアントがMessaging Serverシステムの SMTPサーバーを
通じて外部アドレス宛のメッセージを送信し、SMTPAUTH (SASL)を使って承認を行わな
い場合、メッセージの送信は拒否されます。このため、内部システムとリレーを許可す
るサブネットを認識するように設定を変更した方がよいでしょう。

どのシステムとサブネットを内部とみなすかは、通常、INTERNAL_IPマッピングテーブル
で制御されます。このテーブルはmsg_svr_baset/config/mappingsにあります。

たとえば、IPアドレスが 123.45.67.89のMessaging Serverシステムの場合、デフォルトの
INTERNAL_IPマッピングテーブルは次のようになります。

INTERNAL_IP

$(123.45.67.89/32) $Y

127.0.0.1 $Y

* $N

この例の最初のエントリでは、$(IP-pattern/signicant-prefix-bits)構文を使用して、
32ビットの 123.45.67.89すべてに一致する IPアドレスが内部として認識されるように指定
しています。2番目のエントリでは、ループバック IPアドレス 127.0.0.1が内部として認
識されます。最後のエントリは、その他のすべての IPアドレスが外部として認識される
ように指定しています。すべてのエントリの先頭に、少なくとも 1つのスペースが必要
なことに注意してください。

最後の $Nエントリの前に別の IPアドレスやサブネットを指定して、エントリを追加す
ることもできます。これらのエントリには、IPアドレスまたはサブネット (サブネットの

SMTPリレーを追加するには

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月532



指定には $(.../...)構文を使用)を左側に、$Yを右側に指定する必要があります。また、既
存の $(.../...)エントリを変更して、より広範囲のサブネットを受け入れるようにすること
もできます。

たとえば、このサンプルのサイトにクラスCネットワークがあり、すべての 123.45.67.0
サブネットを所有する場合は、アドレス照合に使用されるビット数を変更することによ
り初期エントリを変更できます。次に示すマッピングテーブルでは、32ビットが 24
ビットに変更されています。これにより、クラスCネットワークのすべてのクライアン
トが、SMTPリレーサーバーを通してメールをリレーできるようになります。

INTERNAL_IP

$(123.45.67.89/24) $Y

127.0.0.1 $Y

* $N

また、サイトが 123.45.67.80～ 123.45.67.99の範囲の IPアドレスだけを持つ場合は、次の
ようにします。

INTERNAL_IP

! IP アドレスを 123.45.67.80 ～ 123.45.67.95 の範囲に一致させる
$(123.45.67.80/28) $Y

! IP アドレスを 123.45.67.96 ～ 123.45.67.99 の範囲に一致させる
$(123.45.67.96/30) $Y

127.0.0.1 $Y

* $N

/imsimta test -matchユーティリティーを使用すると、IPアドレスが特定の $(.../...)テス
トの条件に一致するかどうかを確認することができます。imsimta test -mapping ユー
ティリティーは、さまざまな IPアドレス入力に対し、INTERNAL_IPマッピングテーブルが
望ましい結果を返すかどうかを確認するのにも便利です。

INTERNAL_IPマッピングテーブルを編集したら、必ず imsimta restartコマンド (コンパイ
ルされた設定で実行していない場合)または imsimta cnbuildとそれに続く imsimta

restart smtp (コンパイルされた設定で実行している場合)を実行して、変更が適用される
ようにします。

ファイルのマッピングと一般的なマッピングテーブルの形式、および imsimtaコマンド行
ユーティリティーについては、『Messaging Server ReferenceManual』を参照してくださ
い。

外部サイトの SMTPリレーを許可する
前の項で説明したように、内部 IPアドレスはすべて INTERNAL_IPマッピングテーブルに
追加しなければなりません。使用しているシステムまたはサイトで SMTPリレーを許可
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する場合は、SMTPリレーを許可する外部アドレスを内部 IPアドレスとともに
INTERNAL_IPマッピングテーブルに指定する方法がもっとも簡単です。

ただし、これらの外部システムを実際の内部システムやサイトと区別する必要がある場
合、たとえば、ログやほかの制御目的のために実際の内部システムとリレーを許可する
外部システムを区別する場合は、ほかの方法でシステムを設定します。

1つのアプローチとして、これらの外部システムからメッセージを受信する特別のチャネ
ルを設定する方法があります。この設定を行うには、既存の tcp_internalチャネルに類似
した tcp_friendlyチャネルを tcp_friendly-daemonという正式のホスト名を使って作成しま
す。また、リレーを許可する外部システムの IPアドレスをリストした、INTERNAL_IP

マッピングテーブルと同類の FRIENDLY_IPマッピングテーブルを作成します。そして、現
在の書き換えルールのすぐあとに新しい書き換えルールを追加します。現在の書き換え
ルールは次のようになっています。

! マッピング検索を内部 IP アドレスに対して実行する
[] $E$R${INTERNAL_IP,$L}$U%[$L]@tcp_intranet-daemon

次の新しい書き換えルールを追加します。

! マッピング検索を外部 IP アドレスに対して実行する
[] $E$R${FRIENDLY_IP,$L}$U%[$L]@tcp_friendly-daemon

もう 1つのアプローチとして、ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルの最後にある $Nエ
ントリの前に、次の形式の新しいエントリを追加する方法があります。

tcp_local|*@siroe.com|tcp_local|* $Y

siroe.comは外部アドレスのドメインです。また、次に示すように、ORIG_MAIL_ACCESS

マッピングテーブルにエントリを追加します。

ORIG_MAIL_ACCESS

TCP|*|25|$(match-siroe.com-IP-addresses)|*|SMTP|MAIL| \

tcp_local|*@siroe.com|tcp_local|* $Y

TCP|*|*|*|*|SMTP|MAIL|tcp_local|*|tcp_local|* $N

$(...)の IPアドレスには、前の項で説明した構文を使用します。ORIG_SEND_ACCESSによる
チェックは、アドレスが正常であれば完了します。このため、より厳密なチェック、つ
まり IPアドレスが siroe.comの IPアドレスに一致した場合にのみ成功する
ORIG_MAIL_ACCESSによるチェックを行います。
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SMTPリレーブロッキングを設定する
アクセス制御マップを使うことによって、Messaging Serverシステムが SMTPメールのリ
レーに利用されるのを防ぐことができます。たとえば、ユーザーのメールシステムを利
用して何百、何千ものインターネットメールボックスにジャンクメールをリレーしよう
とする不正操作を阻止できます。

Messaging Serverのデフォルトでは、ローカルの POPユーザーおよび IMAPユーザーによ
るリレーを含むすべての SMTPリレー操作が防止されます。

不正なリレーをブロックする一方、正しいローカルユーザーによるリレーを許可するに
は、2つのクラスのユーザーを識別するようにMessaging Serverを設定する必要がありま
す。たとえば、POPまたは IMAPを使用するローカルユーザーの場合、SMTPリレー操作
はMessaging Serverに依存しています。

SMTPリレーを阻止するには、次に示すいずれかの操作を行う必要があります。

� 内部メールと外部メールを識別する
� 537ページの「認証ユーザーのメールを識別する」
� 537ページの「メールのリレーを防止する」

内部のホストとクライアントによる SMTPリレーを可能にするには、INTERNAL_IPマッピ
ングテーブルに「内部」IPアドレスまたはサブネットを追加します。

MTAによる内部メールと外部メールの識別方法
メールのリレー操作をブロックするためには、まず、メールが同じサイトで発信された
内部メールなのか、インターネットからシステムを経由して再びインターネットに
戻っていく外部メールなのかをMTAが識別できなければなりません。そして、前述のク
ラスを許可し、後述のクラスをブロックする必要があります。この識別は、受信用 SMTP
チャネルの switchchannelキーワードを使うことで実現できます。通常、このチャネルは
tcp_localであり、デフォルトで設定されています。

switchchannelキーワードは、SMTPサーバーが着信 SMTP接続の実際の IPアドレスを調
べるようにするものです。この IPアドレスは、Messaging Serverによって、ドメイン内の
SMTP接続とドメイン外の接続とを識別するために書き換えルールとともに使用されま
す。その後、この情報は、内部と外部のメッセージトラフィックを分離するために使用
されます。

次に説明しているMTA設定では、デフォルトで、サーバーが内部と外部のメッセージト
ラフィックを識別できるように設定されています。

� この設定ファイルでは、ローカルチャネルの直前に defaultsチャネルおよび
noswitchchannelキーワードを追加します。

! 最終的な書き換えルール
defaults noswitchchannel

! ローカルストア
ims-ms ...
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� 着信TCP/IPチャネルを変更し、switchchannelおよび remotehostキーワードを指定し
ます。次に例を示します。

tcp_local smtp single_sys mx switchchannel remotehost

TCP-DAEMON

� 着信TCP/IPチャネル定義のあとに、同様の新しいチャネルを別の名前で追加しま
す。次に例を示します。

tcp_intranet smtp single_sys mx allowswitchchannel routelocal

tcp_intranet-daemon

routelocalチャネルキーワードを指定すると、アドレスをチャネルに書き換える際
に、MTAはこのチャネルを介してアドレスのすべての明示的ルーティングを「短絡
化」しようとします。これにより、明示されたソースルートアドレスを経由した内部
SMTPホストのループによるリレー試行がブロックされます。

これらの設定により、ドメイン内で生成された SMTPメールは tcp_internalチャネルか
ら入ってくるようになります。それ以外の SMTPメールは、tcp_localチャネルから
入ってきます。したがって、メールが入ってくるチャネルに基づいて内部と外部のメー
ルが識別されます。

この設定はどのように機能するのでしょうか。ここでもっとも重要な要素は
switchchannelキーワードです。キーワードは、tcp_localチャネルに適用されます。こ
のキーワードにより、SMTPサーバーにメッセージが入ってくると、サーバーが着信接続
のソース IPアドレスを調べるようになります。サーバーは、着信接続のリテラル IPアド
レスのリバースポインティングのエンベロープ書き換えを試行し、関連するチャネルを
探します。ソース IPアドレスが INTERNAL_IPマッピングテーブル内の IPアドレスまたは
サブネットと一致する場合は、そのマッピングテーブルを呼び出す書き換えルールに
よってアドレスが tcp_intranetチャネルに書き換えられます。

tcp_internalチャネルは allowswitchchannelキーワードでマークされているため、
メッセージは tcp_internalチャネルに切り替えられて、そのチャネルから入ってきま
す。IPアドレスが INTERNAL_IPマッピングテーブルにないシステムからメッセージが
入ってくる場合、リバースポインティングのエンベロープ書き換えは、tcp_localチャネ
ルあるいはその他のチャネルに対して書き換えを行います。ただし、tcp_internal

チャネルに対する書き換えは行われません。それ以外のチャネルはデフォルトで
noswitchchannelとマークされているため、メッセージは別のチャネルに切り替えられ
ず、tcp_localチャネルのまま処理されます。

注 –「 tcp_local」という文字列を使用するマッピングテーブルまたは変換ファイルのエ
ントリは、必要に応じて「tcp_* 」または「tcp_intranet」に変更する必要がある場合が
あることに注意してください。
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認証ユーザーのメールを識別する
サイトには、物理的にネットワークの一部ではない「ローカル」のクライアントユー
ザーが存在することがあります。これらのユーザーがメールを送信すると、メッセージ
の送信は外部 IPアドレス (任意のインターネットサービスプロバイダ (ISP)など)から
入ってきます。ユーザーが SASL認証を処理できるメールクライアントを使用している場
合には、外部接続と認証接続とを識別できます。その結果に基づいて、認証ユーザーに
よる送信を許可し、認証されていないユーザーによるリレー送信試行を拒否できます。
認証されているかどうかに基づく接続の識別は、受信用 SMTPチャネル (通常、tcp_local

チャネル)に saslswitchchannelキーワードを使うことで実現できます。

saslswitchchannelキーワードはチャネルの切り替え先を示す引数をとり、SMTPの差出
人が認証されると、送信メッセージが指定した切り替え先チャネルから入ってくるよう
になります。

� 認証ユーザーによる送信であるかどうかを識別するには

設定ファイルに新しい TCP/IPチャネル定義を別の名前で追加します。次に例を示しま
す。

tcp_auth smtp single_sys mx mustsaslserver noswitchchannel TCP-INTERNAL

このチャネルでは、通常のチャネル切り替えは行われません。それよりも前のデフォル
ト行で、noswitchchannelが明示的あるいは暗黙に指定されているはずです。このチャネ
ルには mustsaslserverが必要です。

次の例のように、maysaslserverと saslswitchchannel tcp_authを追加することにより、
tcp_localチャネルを変更します。

tcp_local smtp mx single_sys maysaslserver saslswitchchannel \

tcp_auth switchchannel

|TCP-DAEMON

この設定では、ローカルのパスワードによって認証が可能なユーザーが送信した SMTP
メールは tcp_authチャネルから入ってくるようになります。認証されていない SMTP
メールが内部ホストから送信された場合、そのメールは tcp_internalから入ってきま
す。それ以外の SMTPメールは、すべて tcp_localから入ってきます。

メールのリレーを防止する
この例では、承認されていないユーザーがシステムを介して SMTPメールのリレーを行
えないようにします。まず、ローカルユーザーによる SMTPメールのリレーは許可する
ことを念頭におきます。たとえば、POPユーザーおよび IMAPユーザーは、メールの送
信にMessaging Serverを使います。ローカルユーザーには、メッセージが内部 IPアドレス
から入ってくる物理的なローカルユーザーのほか、ローカルユーザーとして認証され得
るリモートユーザーも含まれます。

1

2
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サーバーにおけるリレーを阻止しなければならないのは、不特定多数のインターネット
利用者からのメッセージです。あとの節で説明する設定では、これらのユーザークラス
を識別して特定のクラスだけをブロックできます。特に、tcp_localチャネルから入り、
同一のチャネルから出るメールをブロックします。そのためには、ORIG_SEND_ACCESS

マッピングテーブルを使用します。

ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルは、ソースチャネルと宛先チャネルに基づいてト
ラフィックをブロックするために使用できます。ここでは、tcp_localチャネルから入
り、同一チャネルから出るトラフィックをブロックします。これは、次の
ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルで実現できます。

ORIG_SEND_ACCESS

tcp_local|*|tcp_local|* $NRelaying$ not$ permitted

この例では、メッセージが tcp_localチャネルから入り、同一のチャネルから出ることは
許可されないことを示しています。つまり、このエントリを使用すると、外部からの
メールを SMTPサーバーで中継してインターネットに転送する処理を禁じることができ
ます。

SEND_ACCESSマッピングテーブルではなく ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルを使用す
るのは、ims-msチャネルに元々一致するアドレスにブロックを適用するのではないから
です (アドレスは、エイリアスまたはメーリングリストの定義を介して展開し、外部アド
レスとなることがあるため)。SEND_ACCESSマッピングテーブルでは、外部の利用者が外
部ユーザーに展開するメーリングリストにメールを送信したり、外部アドレスに
メッセージを転送するユーザーにメールを送信したりできるようにするのは困難です。

SMTPリレーブロッキングのRBLチェックを含む
DNS検索を使用するには
Messaging Serverには、配信や転送のために受け入れたすべてのメールが、有効なDNS名
を持つアドレスから送信されたものであるかどうかを確認するさまざまな方法がありま
す。もっとも簡単な方法は、tcp_localチャネルに mailfromdnsverifyチャネルキーワー
ドを割り当てることです。

また、Messaging Serverには、dns_verifyというプログラムが用意されています。このプ
ログラムを使うと、配信や転送のために受け入れたすべてのメールが、次に示す
ORIG_MAIL_ACCESSのルールを使った有効なDNS名を持つアドレスから送信されたもので
あるかどうかを確認することができます。

ORIG_MAIL_ACCESS

TCP|*|*|*|*|SMTP|MAIL|*|*@*|*|* \

$[msg_svr_base/lib/dns_verify.so, \

dns_verify,$6|$$y|$$NInvalid$ host:$ $$6$ -$ %e]
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上の例に示されている改行記号は、このようなマッピングエントリの構文において非常
に重要なものです。円記号は、その行が次の行に続いていることを意味しています。

また、もう 1つのUBE対策として、dns_verifyイメージを使用し、着信接続をRBL
(Realtime Blackhole List)、MAPS (MailAbuse Prevention System)、DUL(Dial-upUser List)、
ORBS (Open Relay Behavior-modification System)などのリストに対してチェックすることが
できます。また、新しい mailfromdnsverifyキーワードの場合と同じように、dns_verify

呼び出しを行わなくてもこれらのチェックを実行できる簡単な方法があります。それは
dispatcher.cnfファイルで DNS_VERIFY_DOMAINオプションを使用する方法です。たとえ
ば、[SERVICE=SMTP]セクションで、オプションのインスタンスをチェック対象のリスト
に設定します。

[SERVICE=SMTP]

PORT=25

! ...通常のオプションの残りの部分...

DNS_VERIFY_DOMAIN=rbl.maps.vix.com

DNS_VERIFY_DOMAIN=dul.maps.vix.com!

...など...

この場合、メッセージは SMTPレベルで拒否されます。つまり、メッセージは SMTPダイ
アログの間に拒否されることになり、MTAに送信されることはありません。この方法の
短所は、内部ユーザーからのメッセージを含む、通常の SMTP着信メッセージすべてに
対してチェックが行われるということです。このため効率が下がり、インターネット接
続が切断された場合に問題が発生することがあります。別の方法として、PORT_ACCESS

マッピングテーブル、または ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブルから dns_verifyを呼
び出す方法があります。PORT_ACCESSマッピングテーブルでは、最初の 1つまたは複数の
エントリに対してローカルの内部 IPアドレスまたはメッセージ送信者のチェックを行わ
ないようにし、あとの方のエントリでほかのすべてに対して目的のチェックを行うよう
にすることができます。また、ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブルでは、tcp_local
チャネルで受信するメッセージのみをチェックする場合、内部システムやクライアント
からのメッセージに対するチェックを省略することになります。次に、dns_verifyへの
エントリポイントを使用した例を示します。

PORT_ACCESS

! 内部接続を無条件で許可する
*|*|*|*|* $C$|INTERNAL_IP;$3|$Y$E

! RBL リストに対するほかの接続をチェックする
TCP|*|25|*|* \

$C$[msg_svr_base/lib/dns_verify.so,\
dns_verify_domain_port,$1,rbl.maps.vix.com.]EXTERNAL$E

ORIG_MAIL_ACCESS

TCP|*|25|*|*|SMTP|*|tcp_local|*@*|*|* \

$C$[msg_svr_base/lib/dns_verify.so,\
dns_verify_domain,$1,rbl.maps.vix.com.]$E
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DNSベースデータベースのサポート
dns_verifyプログラムはDNSベースのデータベースをサポートします。このデータベー
スは、不特定多数宛のメールを送る可能性のある着信 SMTP接続を判別するために使わ
れます。一般に利用可能なDNSデータベースの一部には、通常はこの目的のために使わ
れるTXTレコードが含まれていません。その代わりに、Aレコードが含まれています。

標準の設定では、特定の IPアドレスのDNSにある TXTレコードには、メッセージを拒否
するときに SMTPクライアントに返すためのエラーメッセージが含まれています。しか
し、TXTレコードがなく、Aレコードがある場合、Messaging Server 5.2より前のバージョン
の dns_verifyは「No error text available」というメッセージを返していました。

現在、dns_verifyは、TXTレコードを利用できないイベントで使われるデフォルトのテキ
ストを指定するオプションをサポートしています。たとえば、次の PORT_ACCESSマッピン
グテーブルは、このオプションを有効にする方法を示しています。

PORT_ACCESS

*|*|*|*|* $C$|INTERNAL_IP;$3|$Y$E \

TCP|*|25|*|* \

$C$[<msg_svr_base/lib/dns_verify.so \

,dns_verify_domain_port,$1,dnsblock.siroe.com,Your$ host$ ($1)$ \

found$ on$ dnsblock$ list]$E

* $YEXTERNAL

この例では、リモートシステムがドメイン dnsblock.siroe.com内のクエリーで見つ
かっても、TXTレコードが利用できない場合は、「Your host a.b.c.d found on dnsblock list」と
いうメッセージが返されます。

多数のアクセスエントリを処理する
マッピングテーブルに非常に多くのエントリを使用するサイトでは、マッピングテーブ
ルを組織化し、特定の参照に対して一般的なデータベースを呼び出す一般的なワイルド
カードエントリを利用するとよいでしょう。特定の参照に対し、2～ 3件のマッピング
テーブルエントリから一般的なデータベースを呼び出すほうが、数多くのエントリを直
接マッピングテーブルで処理するよりもはるかに効率的です。

その一例として、だれがインターネットの電子メールを送信または受信できるのかを
ユーザーごとに制御するサイトがあります。そのような制御は、ORIG_SEND_ACCESSなど
のアクセスマッピングテーブルを使って簡単に適用できます。この場合、一般的なデー
タベースに特定の情報 (たとえば特定のアドレスなど)をまとめて保存し、マッピング
テーブルのエントリで呼び出すように設定すれば、効率と性能がかなり向上します。

たとえば、次に示す ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルの場合を考えてみます。

ORIG_SEND_ACCESS

! ユーザーはインターネットへの接続を許可されている
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!

*|adam@siroe.com|tcp_local|* $Y

*|betty@siroe.com|tcp_local|* $Y

! ...など...

!

! ユーザーはインターネットへの接続を許可されていない
!

*|norman@siroe.com|tcp_local|* $NInternet$ access$ not$ permitted

*|opal@siroe.com|tcp_local|* $NInternet$ access$ not$ permitted

! ...など...

!

! ユーザーはインターネットからの受信を許可されている
!

tcp_*|*|*|adam@siroe.com $Y

tcp_*|*|*|betty@siroe.com $Y

! ...など...

!

! ユーザーはインターネットからの受信を許可されていない
!

tcp_*|*|*|norman@siroe.com $NInternet$ e-mail$ not$ accepted

tcp_*|*|*|opal@siroe.com $NInternet$ e-mail$ not$ accepted

! ...など...

このように、ユーザーごとに個々のエントリを記述したマッピングテーブルを使用する
のではなく、より効率的な設定 (何百、何千件ものユーザーを効率的に処理できる設定)
を次の例で示します。この例では、一般データベースのソーステキストファイルのサン
プルおよび ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブルのサンプルを示します。このソース
ファイルをデータベースのフォーマットにコンパイルするには、imsimtacrdbコマンドを
使用します。

% imsimta crdb input-file-spec output-database-spec

imsimta crdbユーティリティーの詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta crdb」を参照してください。

データベースエントリ

SEND|adam@domain.com $Y

SEND|betty@domain.com $Y

! ...など...

SEND|norman@domain.com $NInternet$ access$ not$ permitted

SEND|opal@domain.com $NInternet$ access$ not$ permitted

! ...など...

RECV|adam@domain.com $Y

RECV|betty@domain.com $Y

! ...など...

RECV|norman@domain.com $NInternet$ e-mail$ not$ accepted

多数のアクセスエントリを処理する
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RECV|opal@domain.com $NInternet$ e-mail$ not$ accepted

マッピングテーブル

ORIG_SEND_ACCESS

! インターネットに送信する場合はチェックする
!

*|*|*|tcp_local $C${SEND|$1}$E

!

! インターネットから受信する場合はチェックする
!

tcp_*|*|*|* $C${RECV|$3}$E

この例では、一般的なデータベースの左側に記述した文字列「SEND|」および「RECV|」
を使用 (マッピングテーブルで生成される一般的なデータベースプローブ)することによ
り、2種類のプローブを区別しています。一般的なデータベースプローブを「$C」およ
び「$E」フラグで囲むのは、マッピングテーブルから一般的なデータベース呼び出しに
特有の方法です。

この例では、単純なマッピングテーブルプローブが一般的なデータベースのエントリを
参照するケースを示しています。より複雑なプローブのマッピングテーブルでも一般的
なデータベースの使用による効果を得ることができます。

第2部メールボックスフィルタ
メールボックスフィルタは、Sieveフィルタとも呼ばれ、メッセージヘッダー内に指定の
文字列を含んだメッセージをフィルタし、これらのメッセージに指定のアクションを適
用します。管理者は、チャネルやMTAを介して、ユーザーに送信されるメールストリー
ムをフィルタすることができます。Messaging Serverのフィルタはサーバー上に保存され
てサーバーによって評価されるため、サーバー側ルール (SSR)と呼ばれることがありま
す。

第 2部には、次の項目があります。

� 542ページの「第 2部メールボックスフィルタ」
� 543ページの「Sieveフィルタリングの概要」
� 544ページの「ユーザーレベルのフィルタを作成するには」
� 544ページの「チャネルレベルのフィルタを作成するには」
� 547ページの「MTA全体のフィルタを作成するには」
� 548ページの「ユーザーレベルのフィルタをデバッグするには」
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Sieveフィルタのサポート
Messaging Serverのフィルタは、Sieve Internet DraftのDraft 9である Sieveフィルタリング言
語に基づいています。Sieveの構文およびセマンティクスの詳細については、RFC3028を
参照してください。また、Messaging Serverでは次の Sieve拡張機能もサポートしていま
す。

� jettison:メッセージが速やかに破棄されるという点で discardと似ていますが、
discardは黙示的な保存をキャンセルするだけなのに対し、jettisonは強制的に破棄
(discard)を実行します。動作上の相違点は、複数の Sieveフィルタが必要な場合にだ
け考慮します。たとえば、システムレベルの破棄は、明示的に keepを指定するユー
ザー Sieveフィルタで置き換え可能です。システムレベルの jettisonは、ユーザー
Sieveによって行われるすべての処理よりも優先されます。

� Head-of-household Sieveフィルタ:あるユーザーが別のユーザーのために Sieveフィル
タを指定する手段を提供します。MTAオプションによって制御される 2つの LDAP属
性をユーザーエントリで使用します。

� LDAP_PARENTAL_CONTROLS - Yesまたは Noのどちらかの文字列値を含む属性を指定し
ます。Yesは head of household Sieveがこのエントリに適用されることを意味し、No

はそのような Sieveが適用されないことを意味します。デフォルトはありません。
� LDAP_FILTER_REFERENCE - head of household Sieveが格納されているディレクトリエン
トリを指すDNが含まれている属性を指定します。デフォルトはありません。
head of household Sieveを含むエントリには、次のMTPオプションによって指定さ
れる 2つの属性が含まれている必要があります。

� LDAP_HOH_FILTER - head of household Sieveを含む属性を指定します。このオプション
の値は、デフォルトで mailSieveRuleSourceになります。

� LDAP_HOH_OWNER - head of household Sieveの所有者の電子メールアドレスを含む属性
を指定します。このオプションの値は、デフォルトで mailになります。

head of household Sieveが動作するためには、どちらの属性も必要です。

Sieveフィルタリングの概要
Sieveフィルタは、メッセージヘッダーにある文字列に基づいてメールメッセージに適用
される 1つまたは複数の条件付きアクションで構成されています。管理者は、チャネル
レベルのフィルタとMTA全体のフィルタを作成し、不正メールの配信を防止できます。
ユーザーはMessenger Expressを使用して、自分のメールボックスにユーザー単位の
フィルタを作成できます。この具体的な手順については、Messenger Expressのオンライン
ヘルプを参照してください。

サーバーは、次の優先順位に従ってフィルタを適用します。

1. ユーザーレベルのフィルタ
個人用メールボックスフィルタにメッセージの許可あるいは拒否が定義されている場
合は、メッセージに対してそのフィルタ処理が行われます。しかし、受取人がメール
ボックスフィルタを設定していない場合、またはユーザーのメールボックスフィルタ

Sieveフィルタリングの概要
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が適用されないメッセージの場合、Messaging Serverによってチャネルレベルのフィル
タが適用されます。ユーザー単位のフィルタが設定されます。

2. チャネルレベルのフィルタ

チャネルレベルのフィルタにメッセージの許可あるいは拒否が定義されている場合
は、メッセージに対してそのフィルタ処理が行われます。それ以外の場合は、
Messaging ServerによってMTA全体のフィルタが適用されます (該当する場合)。

3. MTA全体のフィルタ

デフォルト設定を使用した場合、それぞれのユーザーはメールボックスフィルタを所有
していません。ユーザーがMessenger Expressのインタフェースを使用して 1つまたは複数
のフィルタを作成すると、それらのフィルタがディレクトリに保存され、ディレクトリ
の同期処理時にMTAによって読み取られます。

ユーザーレベルのフィルタを作成するには
ユーザー単位のフィルタは、特定ユーザーのメールボックスに送信されるメッセージに
適用されます。ユーザー単位のメールフィルタは、Messenger Expressのみで作成できま
す。

チャネルレベルのフィルタを作成するには
チャネルレベルのフィルタは、チャネルのキューに入った各メッセージに適用されま
す。この種のフィルタの一般的な用途は、特定のチャネルから入ってくるメッセージを
ブロックすることです。

表 17–4 filterチャネルキーワードのURL-patternの置換タグ (大文字と小文字の区別なし)

タグ 意味

* グループの拡張を実行します。

** mailForwardingAddress属性を拡張します。複数
の値を持つ属性を設定して複数の配信先アドレ
スを生成できます。

$$ $文字に置き換えます。

$\ 後続のテキストを小文字にします。

$^ 後続のテキストを大文字にします。

$_ 後続のテキストで大文字と小文字を変換しませ
ん。
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表 17–4 filterチャネルキーワードのURL-patternの置換タグ (大文字と小文字の区別なし)
(続き)
タグ 意味

$~ アドレスのローカル部分に関連付けられたホー
ムディレクトリに対するファイルパスに置き換
えます。

$1S $Sと同じですが、サブアドレスがない場合は何
も行いません。

$2S $Sと同じですが、サブアドレスがない場合は何
も挿入せず前の文字を削除します。

$3S $Sと同じですが、サブアドレスがない場合は何
も挿入せず後続の文字を無視します。

$A アドレス (ローカル部分@ホスト.ドメイン)に置
き換えます。

$D ホスト.ドメインに置き換えます。

$E 第 2スペア属性の値 LDAP_SPARE_1を挿入しま
す。

$F 配信ファイル名 (mailDeliveryFileURL属性)を挿
入します。

$G 第 2スペア属性の値 LDAP_SPARE_2を挿入しま
す。

$H ホストに置き換えます。

$I ホストしているドメインを挿入します
(domainUidSeparatorで指定した区切り文字の右
側にUIDの一部を挿入)。ホストしているドメイ
ンがないと失敗します。

$1I $Iと同じですが、ホストしているドメインがな
い場合は何も挿入しません。

$2I $Iと同じですが、ホストしているドメインがな
い場合は何も挿入せず前の文字を削除します。

$3I $Iと同じですが、ホストしているドメインがな
い場合は何も挿入せず後続の文字を無視しま
す。

$L ローカル部分に置き換えます。

$M ホストしているドメイン部分を除いたUIDを挿
入します。

チャネルレベルのフィルタを作成するには
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表 17–4 filterチャネルキーワードのURL-patternの置換タグ (大文字と小文字の区別なし)
(続き)
タグ 意味

$P メソッド名を挿入します
(mailProgramDeliveryInfo属性)。

$S 現在のアドレスに関連づけられたサブアドレス
を挿入します。サブアドレスは、元のアドレス
でサブアドレス区切り (通常は +)に続くユー
ザー部分の該当する箇所です。ただし、MTAオ
プションの SUBADDRESS_CHARで指定することも
できます。サブアドレスを指定しないと失敗し
ます。

$U 現在のアドレスのメールボックス部分を挿入し
ます。@マークの左側のアドレス全体、または
その中でサブアドレス区切りの +より前の部分
のいずれかが挿入されます。

� チャネルレベルのフィルタを作成するには
Sieveを使ってフィルタを記述します。

フィルタを、次のディレクトリのファイルに保存します。

../config/file.filter

ファイルはだれでも読み取り可能で、MTAの uidによって所有されていなければなりま
せん。

次のチャネル設定を定義します。

destinationfilter file:IMTA_TABLE:file .filter

設定をコンパイルしなおし、ディスパッチャを再起動します。

注:フィルタファイルへの変更を有効にするのに、コンパイルしなおしやディス
パッチャの再起動は不要です。

destinationfilterチャネルキーワードは、対象チャネルのキューに入るメッセージの
フィルタリングを有効にします。sourcefilterチャネルキーワードは、対象チャネルか
らキューに入るメッセージのフィルタリングを有効にします。これらのキーワードに
は、それぞれパラメータが 1つ必要です。このパラメータは、そのチャネルに関連付け
られたチャネルフィルタファイルへのパスを指定するものです。

1
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4
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destinationfilterチャネルキーワードの構文は次のとおりです。

destinationfilter URL-patternsourcefilter チャネルキーワードの構文は次のとおりです。

sourcefilter URL-patternURL-pattern は、対象チャネルのフィルタファイルへのパスを示す
URL です。次の例で、channel-name はチャネルの名前です。

destinationfilter file:///usr/tmp/filters/channel-name.filter

filterチャネルキーワードは、対象チャネルにおけるメッセージのフィルタリングを有
効にします。このキーワードには、パラメータが 1つ必要です。このパラメータは、そ
のチャネルを介してメールを受信するエンベロープの各受取人に関連付けられたチャネ
ルフィルタファイルへのパスを指定するものです。

filterチャネルキーワードの構文は次のとおりです。

filter URL-pattern

URL-patternは、特殊な置換シーケンスを処理したあとのURLで、指定した受取人アドレ
スに対するフィルタファイルへのパスを示します。URL-patternには、特殊な置換シーケ
ンスを含めることができます。このシーケンスは、受取人アドレス
local-part@host.domainから派生する文字列に置き換えられます。表 17–4に、これらの
置換のシーケンスを示します。

fileintoキーワードは、メールボックスフィルタの fileinto演算子が適用されたときに
アドレスをどのように変更するのかを指定するものです。次の例では、フォルダ名をサ
ブアドレスとして元のアドレスに挿入して、元のサブアドレスを置き換えるように指定
しています。

fileinto $U+$S@$D

MTA全体のフィルタを作成するには
MTA全体のフィルタは、MTAのキューに入るすべてのメッセージに適用されます。この
種のフィルタの一般的な用途は、メッセージの宛先とは関係なく、ダイレクトメールや
受信したくないメッセージをブロックすることです。MTA全体のフィルタを作成するに
は次のようにします。

� MTA全体のフィルタを作成するには
Sieveを使ってフィルタを記述します。

フィルタを、次のファイルに保存します。

../imta/config/imta.filter

このフィルタファイルは、だれでも読み取り可能でなければなりません。このファイル
は自動的に使用されます。

1

2
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設定をコンパイルしなおし、ディスパッチャを再起動します。

コンパイルした設定を使用する場合、MTA全体のフィルタファイルはコンパイルされた
設定内に組み込まれています。

FILTER_DISCARDチャネルから破棄メッセージを
ルーティングする
デフォルトでは、メールボックスフィルタで破棄されたメッセージは、システムから即
座に破棄 (削除)されます。しかし、ユーザーが最初にメールボックスフィルタを設定し
た場合 (設定が間違っている場合)、またはデバッグを目的とする場合には、削除処理を
遅らせると便利です。

メールボックスフィルタによる破棄メッセージをシステム内に一時保存し、それをあと
で削除できるようにするには、次の例に示すように、まずMTA設定に filter_discard

チャネルを追加し、noticesチャネルキーワードでメッセージを削除するまでの保存期間
(通常は日数)を指定します。

filter_discard notices 7

FILTER-DISCARD

次にMTAオプションファイルで FILTER_DISCARD=2オプションを設定します。
filter_discardキュー内のメッセージは、ユーザーの個人用ゴミ箱フォルダの延長と考
えることができます。したがって、filter_discardキュー内のメッセージに対して警告
メッセージが送られたり、バウンスやリターンの要求に応じてメッセージが差出人に戻
されることもありません。これらのメッセージは、final notices値の期限となるか、
imsimta returnなどのユーティリティーを使ってバウンスを要求することによって、シ
ステムから削除されるだけです。

Messaging Server 6 2004Q2より前のMessaging Serverでは、jettison Sieveアクションによる
filter_discardチャネルの使用は、MTAオプション FILTER_DISCARDよって制御されてい
ました。これは現在では、FILTER_JETTISONオプションによって制御されるようになり、
このオプションは FILTER_DISCARDの設定からデフォルト値を取得します。
FILTER_DISCARDのデフォルト値は 1です (破棄されたメッセージは bitbucketチャネルに
送られる)。

ユーザーレベルのフィルタをデバッグするには
ユーザーから Sieveフィルタが期待通りに動作しないという苦情が寄せられた場合、
フィルタをデバッグするために実行できるいくつかの手順があります。これらの手順を
次に示します。

3
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� ユーザーレベルのフィルタをデバッグするには
fileintoフィルタを動作させるには、imta.cnfファイル内で ims-msチャネルが次のよう
にマークされていることを確認します。

fileinto $u+$s@$d

ユーザーの LDAPエントリからユーザーレベルのフィルタを取得します。

ユーザーレベルのフィルタは、MailSieveRuleSource属性の下のそれぞれの LDAPエント
リに保存されています。ldapsearchコマンドを使用してこのフィルタを検索する際に
は、これらが base64でエンコードされているため -Boスイッチで出力をデコードする必
要があることに注意してください。

./ldapsearch -D "cn=directory manager" -w password -b

"o=alcatraz.sesta.com,o=isp" -Bo uid=test

次の手順で説明している imsimta test -rewriteコマンドも、自動的にフィルタをデコー
ドします。

ユーザーのフィルタがMTAから見えることを確認します。

次のコマンドを発行します。

# imsimta test -rewrite -filter -debug user@sesta.com

これにより、前の手順で取得したユーザーの Sieveフィルタが出力されます。フィルタが
見つからない場合は、LDAPエントリがそれらを返さない理由を調べる必要があります。
imsimta test -rewrite の出力にフィルタが表示されていたら、ユーザーのフィルタが
MTAから見えているということです。次に必要な処理は、imsimta test -expressionコマ
ンドを使用してフィルタの解釈をテストすることです。

imsimta test -exp を使用して、ユーザーのフィルタをデバッグします。次に示す情報が
必要です。

a. ユーザーの mailSieveRuleSource属性からの Sieve言語ステートメント。前述の手順を
参照してください。

b. フィルタをトリガするはずだった rfc2822メッセージ。

c. フィルタがメッセージに対してどのような処理を行うべきだったかという説明。

テキストファイルを作成します (temp.filterなど)。このファイルには、ユーザーの
mailSieveRuleSource:の値に基づいた Sieve言語ステートメントを格納します。次に例を
示します。

require "fileinto";

if anyof(header :contains

["To","Cc","Bcc","Resent-to","Resent-cc",

"Resent-bcc"] "commsqa"){

1

2

3

4

5

ユーザーレベルのフィルタをデバッグするには

第 17章 • メールのフィルタリングとアクセス制御 549



fileinto "QMSG";

}

期待される結果: commsqaがこのメッセージの受取人である場合は、メッセージを QMSGと
いうフォルダにファイリングします。

ユーザーによって指定される rfc2822メッセージファイルの内容を含む、test.msgという
名前のテキストファイルを作成します。

ユーザーのメッセージストア領域から .msgファイルを使用するか、あるいはユーザーに
よって指定される rfc2822メッセージファイルの内容を含む test_rfc2822.msgというテキ
ストファイルを作成することができます。

imsimta test -exp コマンドを使用します。

# imsimta test -exp -mm -block -input=temp.filter -message=test_rfc2822.msg

出力を確認します。

imsimta test -expコマンドの最後の行は、Sieve解釈の結果を示します。結果は次のよう
になります。

Sieve Result: []

または
Sieve Result: [action]

actionは、Sieveフィルタを適用した結果としてこのメッセージに実行されたアクション
です。

フィルタの条件に一致した場合、結果としていくつかのアクションが表示されます。一
致するものがない場合、Sieve結果は空白となり、Sieveフィルタに論理上のエラーがある
か、または .msgファイルに一致する情報が含まれていないかのどちらかです。ほかのエ
ラーが発生している場合は、Sieveスクリプトファイルに構文エラーがあるので、デ
バッグする必要があります。

出力の詳細については、551ページの「imsimta test -expOutput」を参照してください。

フィルタが構文的に有効で結果が正しい場合、次に必要な処理は tcp_local_slave.logデ
バッグログファイルを調べることです。

テストしたメッセージファイルと送信されているメッセージファイルが同一でない可能
性があります。受信しているメッセージを確認する唯一の方法は、tcp_local_slave.log

ファイルを調べることです。このログには、MTAに送信されている正確なメッセージ
と、メッセージに対してフィルタがどのように適用されているかが表示されます。

tcp_local_slave.logデバッグファイルの入手の詳細については、414ページの「デ
バッグのキーワード」の slave_debugキーワードを参照してください。

6

7

8

9
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imsimta test -expOutput
imsimta test -exp の完全なコマンドは、次のとおりです。

# imsimta test -exp -mm -block -input=temp.filter -message=rfc2822.msg

出力の例を次に示します。

例 17–4 imsimta test -expの出力

# imsimta test -exp -mm -block -input tmp.filter -message=rfc2822.msg

Expression: if header :contains ["to"] ["pamw"] (1)
Expression: {

Expression: redirect "usr3@sesta.com";

Expression: keep;

Expression: }

Expression:

Expression: Dump: header:2000114;0 3 1 :contains 1 "to" 1

"pamw" if 8 ;

Dump: redirect:2000121;0 1 1 "usr3@sesta.com" ; keep:2000117;0 (2)
Dump: 0

Result: 0

Filter result: [ redirect "usr3@sesta.com" keep ] (3)

1) Expression:出力行は、tmp.filterテキストファイルから読み取られ、解析される
フィルタを示します。これらは、スクリプトのデバッグにはあまり関係がありません。

2) Dump:出力行は、Sieveステートメントを解釈しているコンピュータの結果を示しま
す。ここにエラーが表示されないようにしてください。出力は入力と一致しているよう
に見えなければなりません。たとえば、ダンプには、フィルタファイル内の行 redirect

"usr3@sesta.com";とよく似た redirect, usr3@sesta.comという語が表示されます。

このように一致するテキストが表示されない場合は調べてみる必要があります。表示さ
れた場合、これらもスクリプトのデバッグとはあまり関係がありません。

3)出力の一番下の行に、Filter result:ステートメントが表示されます。前述したよう
に、次の 2とおりの結果が考えられます。

Sieve Result: [] または Sieve Result: [ action]

actionは、Sieveスクリプトによって実行されるアクションです。結果が空白になる場合
もあるので注意してください。たとえば、破棄フィルタの場合、そのフィルタが常に、
テストの対象となるすべての .msgファイルを破棄しているのではないことをテストする
必要があります。角括弧の間に何らかのアクションが含まれる場合、次のようになりま
す。

Filter result: [ fileinto "QMSG" keep]
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これは、rfc2822.msgファイルのテキストがフィルタ条件に一致していることを示してい
ます。この例では、フィルタはメールを QMSGフォルダにファイリングして、コピーを受
信箱に保存します。この場合、結果として実行されるアクションは、fileintoおよび
keepです。

フィルタをテストする際には、両方の結果について、各種の .msgファイルをテストする
必要があります。常に、使用するフィルタに一致するメッセージがフィルタ処理されて
いること、また、一致させたくないメッセージがフィルタ処理されていないことをテス
トする必要があります。

ワイルドカードとの照合の場合は、:containsテストではなく :matchesテストを行う必要
があることを理解しておいてください。たとえば、from=*@sesta.comと一致さる場合は
:matchesを使用してください。そうしないと、テストの条件が満たされないためテスト
は失敗します。

imsimta test -expの構文
imsimta test -expは、指定した RFC2822メッセージに対して Sieve言語ステートメントを
テストし、フィルタの結果を標準出力に送ります。

構文は次のとおりです。

imsimta test -exp -mm -block -input=Sieve_language_scriptfile -message=rfc2822_message_file

ここで、

-blockは、単一の Sieveスクリプトとして完全な入力を示します。デフォルトでは、各行
は別々のスクリプトとして処理され、別々に評価されます。Sieveは、ファイルの終わり
に到達したときだけ評価されます。

-input=Sieve_fileは、Sieveスクリプトを含むファイルです。デフォルトでは、stdinからテ
ストスクリプト行またはスクリプトブロックが読み込まれます。

-message=message_fileは、Sieveスクリプトのテストを実行するRFC 2822メッセージを含
むテキストファイルです。ここには、RFC 2822メッセージのみが存在する必要がありま
す。キューファイル (zz*.00ファイル)ではありえません。

このコマンドを有効にすると、スクリプト情報を読み取り、それをテストメッセージと
関連させて評価し、結果として出力します。結果には、実行すべきアクションと、スク
リプトの最終ステートメントの評価結果が示されます。

このほかに、次のような修飾子が有効です。

-from=addressは、エンベロープのテストに使用される from:アドレスを指定します。デ
フォルトでは、MTAオプション RETURN_ADDRESSによって指定された値が使用されます。

-output=fileは、結果を fileに書き込みます。デフォルトでは、スクリプトの評価結果が
stdoutに書き込まれます。
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メッセージストアを管理する

この章では、メッセージストアとその管理インタフェースについて説明します。この章
には、次の節があります。

� 553ページの「概要」
� 555ページの「メッセージストアのディレクトリレイアウト」
� 559ページの「メッセージストアによるメッセージの削除方法」
� 560ページの「ストアへの管理者によるアクセスを指定する」
� 562ページの「共有フォルダについて」
� 564ページの「共有フォルダに関するタスク」
� 572ページの「メッセージストアの制限容量について」
� 576ページの「メッセージストアの制限容量を設定する」
� 583ページの「自動メッセージ削除 (有効期限および消去)機能を設定するには」
� 595ページの「メッセージストアのパーティションを構成する」
� 599ページの「メッセージストアの保守手順を実行する」
� 612ページの「メッセージストアのバックアップと復元を行う」
� 625ページの「ユーザーアクセスを監視する」
� 627ページの「メッセージストアをトラブルシューティングする」
� 640ページの「新しいシステムへのメールボックスの移行または移動」

概要
メッセージストアには、特定のMessaging Serverインスタンス用のユーザーメールボック
スが格納されています。メッセージストアのサイズは、メールボックス、フォルダ、お
よびログファイルの数が増えるに従って増大していきます。ストアのサイズを制御する
には、メールボックスのサイズ制限 (ディスク制限容量)を指定するか、許可する
メッセージ総数を制限指定するか、ストア内のメッセージに関する保存期間決定ポリ
シーを設定します。

システムにユーザーを追加していくに従い、ディスクストレージ要件も増えていきま
す。サーバーがサポートするユーザー数によって、メッセージストアに必要な物理
ディスクが 1つであるか、複数であるかが決まります。この追加ディスク容量をシステ
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ムに統合するには、2種類の方法が存在します。もっとも簡単な方法は、別のメッセージ
ストアパーティションを追加することです (595ページの「メッセージストアのパー
ティションを構成する」を参照)。

また、複数のホストしているドメインをサポートしている場合は、1つのサーバーインス
タンスを単一の大規模ドメイン専用にした方がよい可能性があります。この構成を行え
ば、特定のドメインに対するストア管理を指定することができます。また、パー
ティションをさらに追加することで、メッセージストアを拡張することもできます。

Messaging Serverでは、メッセージストアの管理のために、Sun Java SystemConsoleインタ
フェースに加えてコマンド行ユーティリティーのセットを提供しています。表 18–1で
は、このコマンド行ユーティリティーについて説明しています。これらのユーティリ
ティーの使用に関する詳細については、599ページの「メッセージストアの保守手順を実
行する」および『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』を参
照してください。

表 18–1メッセージストアのコマンド行ユーティリティー

ユーティリティー 説明

configutil ストアの設定パラメータを設定および変更します。

deliver メールを、IMAPまたは POPメールクライアントがアクセスできる
メッセージストアに直接配信します。

hashdir 特定のユーザーのメッセージストアを格納するディレクトリを識別
します。

imsconnutil メッセージストアへのユーザーアクセスを監視します。

imexpire 存続期間など、管理者が指定した条件に基づいて、メッセージスト
アからメッセージを自動的に削除します。

iminitquota LDAPディレクトリから容量制限を再初期化し、使用中のディスク
スペースを再計算します。

imsasm ユーザーメールボックスの保存と回復を行います。

imsbackup 保存したメッセージのバックアップを作成します。

imsexport Messaging ServerのメールボックスをUNIX /var/mail形式のフォル
ダにエクスポートします。

imsrestore バックアップされたメッセージを復元します。

imscripter IMAPサーバーのプロトコルスクリプティングツールです。単独、
または一連のコマンドを実行します。

mboxutil メールボックスの一覧表示、作成、削除、名前変更、移動を行い、
制限容量の使用状況をレポートします。

概要
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表 18–1メッセージストアのコマンド行ユーティリティー (続き)
ユーティリティー 説明

mkbackupdir バックアップディレクトリを作成、またはメッセージストア内の情
報に合わせて同期化します。

MoveUser ユーザーのアカウントを、別のMessaging Serverに移動します。

imquotacheck メッセージストア内の各ユーザーのメールボックスサイズの合計を
計算し、制限容量と比較します。imquotacheck通知のローカライズ
版では、%記号および $記号の変換が正しく行われません。エン
コーディングを修正するには、メッセージファイル内のすべての $
を \24で置き換え、すべての%を \25で置き換えます。

readership 共有の IMAPフォルダ上の読者情報を収集します。

reconstruct 破壊または破損したメールボックスを再構築します。

stored バックグラウンドの日常タスクを実行し、ディスクに保存された
メッセージの消去や削除を行います。

メッセージストアのディレクトリレイアウト
図 18–1は、サーバーインスタンスに対するメッセージストアのディレクトリレイアウト
を示しています。メッセージストアはメールボックスの内容に高速でアクセスできるよ
うに設計されています。ストアディレクトリについては、表 18–2を参照してください。
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図 18–1メッセージストアのディレクトリレイアウト

メッセージストアは、いくつかのメールボックスデータベースとユーザーメールボック
スで構成されています。メールボックスデータベースは、ユーザー、メールボックス、
パーティション、制限容量、およびその他のメッセージストア関連のデータで構成され
ています。ユーザーメールボックスには、ユーザーのメッセージとフォルダがありま
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す。メールボックスは「メッセージストアパーティション」に格納されます。メッセー
ジストアパーティションとは、「ディスク」パーティション上の、メッセージストアを
格納するための専用エリアです。詳細については、595ページの「メッセージストアの
パーティションを構成する」を参照してください。メッセージストアパーティションは
ディスクパーティションと同じではありませんが、管理の便宜をはかるために、各
メッセージストアパーティション用に 1つのディスクパーティションを使用することを
お勧めします。

INBOXなどのメールボックスは、store_rootにあります。たとえば、ディレクトリパスの
例は以下のようになります。

store_root/partition/primary/=user/53/53/=mack1

次の表で、メッセージストアディレクトリについて説明します。

表 18–2メッセージストアのディレクトリの説明

場所 内容/説明

msg_svr_base デフォルト: /opt/SUNWmsgsr

サーバープログラム、設定、管理、および情報についてのファイルの
格納に使用される、Messaging Serverマシン上のディレクトリです。

store_root msg_svr_base/data/store

メッセージストアのトップレベルのディレクトリです。mboxlist、
user、および partitionサブディレクトリが格納されています。

./store.expirerule メッセージを自動的に削除するルール (有効期限ルール)が格納されて
います。このオプションのファイルは別の場所に置くこともできま
す。詳細については、583ページの「自動メッセージ削除 (有効期限お
よび消去)機能を設定するには」を参照してください。

store_root/dbdata/snapshots メッセージストアデータベースのバックアップスナップショットで
す。

メッセージストアのディレクトリレイアウト
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表 18–2メッセージストアのディレクトリの説明 (続き)
場所 内容/説明

store_root/mboxlist/ メールボックスデータベース (Berkeley DB)が格納されています。この
データベースには、メールボックスや制限容量についての情報が保存
されています。

folder.dbには、メールボックスが保存されているパーティションの名
前、ACL、および store.idxにある情報のいくつかのコピーなど、メー
ルボックスに関する情報が格納されています。folder.dbには、メール
ボックスごとに 1つのエントリが存在します。

quota.dbには、制限容量および制限容量の使用状況に関する情報が格
納されています。quota.dbには、ユーザーごとに 1つのエントリが存
在します。

lright.db - acl検索権限別のフォルダのインデックスです。

peruser.dbには、ユーザーごとのフラグに関する情報が格納されてい
ます。このフラグは、特定のユーザーがメッセージを開封したかどう
か、または削除したかどうかを示します。

subscr.dbには、ユーザーの購読に関する情報が格納されています。

store_root/session/ アクティブなメッセージストアプロセスについての情報が格納されて
います。

store_root/user/ 使用されていません。

store_root/partition/ メッセージストアパーティションが格納されています。デフォルトで
primaryパーティションが作成されています。このディレクトリには、
ほかのパーティションを定義して格納することもできます。

store_root/partition/primary/=user/ パーティションのサブディレクトリにある全ユーザーのメールボック
スが格納されています。メールボックスは、高速で検索できるように
ハッシュ構造で保存されています。特定のユーザーのメールボックス
を格納するディレクトリを検索するには、hashdirユーティリティーを
使用します。

.../=user/hashdir/ hashdir/userid / useridという IDを持つユーザー用のトップレベルのメールフォルダで
す。これがそのユーザーの INBOXです。デフォルトドメインでは、
useridは uidとなります。ホストしているドメインでは、useridは
uid@domainとなります。着信メッセージはこのメールフォルダに配信
されます。

.../userid/folder メッセージサーバー上のユーザー定義のメールボックスです。

.../userid/store.idx /userid/ディレクトリに保存されたメールについての次の情報を提供す
るインデックスです。メッセージの数、このメールボックスが使用す
るディスクの制限容量、メールボックスが最後に追加された時間、
メッセージフラグ、各メッセージの可変長情報 (ヘッダーやMIME構造
を含む)、各メッセージのサイズなどです。さらにこのインデックスに
は、各ユーザーに関する mboxlist情報のバックアップコピーや、各
ユーザーに関する制限容量情報のバックアップコピーも含まれます。
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表 18–2メッセージストアのディレクトリの説明 (続き)
場所 内容/説明

.../userid/store.usr フォルダにアクセスしたユーザーのリストが格納されています。リス
トされた各ユーザーについて、そのユーザーが最後にフォルダにアク
セスした時間、ユーザーが表示したメッセージのリスト、ユーザーが
削除したメッセージのリストといった情報が格納されています。

.../userid/store.sub ユーザーの購読に関する情報が格納されています。

.../userid/store.exp 削除されたものの、ディスクからは削除されていないメッセージ
ファイルのリストを格納しています。このファイルは、削除された
メッセージが存在する場合のみ表示されます。

.../userid/nn/
または
.../userid/folder/nn/

nnはmessage_id.msgの形式でメッセージが格納されている
ハッシュディレクトリであり、nnには 00～ 99までの数字が入りま
す。message_idも数字です。次に例を示します。たとえば、メッセージ
1 ? 99は .../00ディレクトリに保存されます。最初のメッセージは
1.msg、2番目のメッセージは 2.msg、3番目のメッセージは 3.msgとな
り、以降同様に続きます。メッセージ 100～ 199は 01ディレクトリに
保存され、メッセージ 9990～ 9999は 99ディレクトリに保存され、
メッセージ 10000～ 10099は 00ディレクトリに保存されます。以降同
様に続きます。

メッセージストアによるメッセージの削除方法
メッセージは、次の 3段階の手順でメッセージストアから削除されます。

1. メッセージフラグを「削除」に設定:クライアントがメッセージフラグを「削除」に
設定します。この時点では、メッセージには削除のマークが付けられますが、クライ
アントは削除フラグを外せばメッセージを復元できます。第 2のクライアントが存在
する場合、そのクライアントからは削除されたフラグがただちには認識できない可能
性があります。configutilパラメータの local.imap.immediateflagupdateを設定する
と、フラグの更新がただちに行われるようになります。

2. メールボックスから削除:メッセージはメールボックスから削除されます。厳密に
は、メッセージはメッセージストアのインデックスファイルである store.idxから削
除されます。メッセージ自体はディスクに残っていますが、メッセージの消去後、ク
ライアントはメッセージを復元できなくなります。

期限切れは、消去の特殊なケースです。メッセージのサイズや存続期間など、管理者
が定義した一連の削除条件に適合するメッセージが消去されます。詳細については、
583ページの「自動メッセージ削除 (有効期限および消去)機能を設定するには」を参
照してください。

3. ディスクから消去: imexpireユーティリティーにより、消去されたメッセージをすべ
てディスクから消去します。デフォルトの場合は、毎日午後 11時に実行されます。こ
の設定は、メッセージの有効期限スケジュールを制御する local.schedule.expireお
よび消去までの猶予期間 (メッセージが消去されずに保持される期間)を制御する
store.cleanupageを使用して変更できます。これは、MTAログファイルの古いバー
ジョンを消去する imsimta purgeコマンドとは異なることに注意してください。

メッセージストアによるメッセージの削除方法
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ストアへの管理者によるアクセスを指定する
メッセージストアの管理者は、ユーザーのメールボックスを表示して監視したり、
メッセージストアに対するアクセス制御を指定することができます。ストア管理者は、
すべてのサービス (POP、IMAP、HTTP、または SMTP)に対するプロキシ認証権限を
持っているので、任意のユーザーの権限を使用して任意のサービスを認証することがで
きます。これらの権限により、ストア管理者は特定のユーティリティーを実行してスト
アを管理することができます。たとえば、MoveUserを使用して、ストア管理者はあるシ
ステムから別のシステムへユーザーアカウントやメールボックスを移動させることがで
きます。

この節では、Messaging Serverのメッセージストアに対してストア権限を付与する方法を
説明します。

注 –ほかのユーザーもそのストアに対する管理者権限を持っている可能性があります。た
とえば、ほかの管理者がこれらの権限を持っている場合があります。

次の項で説明する管理者のタスクを実行することができます。

� 560ページの「管理者エントリを追加するには」
� 561ページの「管理者エントリを変更するには」
� 561ページの「管理者エントリを削除するには」
� 562ページの「メールボックスを保護して管理者以外による削除や名前の変更を防止
するには」

� 管理者エントリを追加するには
管理者の追加は、コンソールまたはコマンド行から行うことができます。

構成を行うMessaging Serverをコンソールから開きます。

「設定」タブをクリックして、左のペインの「メッセージストア」を選択します。

「管理者」タブをクリックします。

このタブでは、既存の管理者 IDが一覧表示されます。

「管理者UID」ウィンドウの横にある「追加」ボタンをクリックします。

追加する管理者のユーザー IDを「管理者UID」フィールドに入力します。

ここで入力するユーザー IDは、Sun Java SystemDirectory Serverに認識されるものでなけ
ればなりません。

「了解」をクリックすると、「管理者」タブに表示されているリストに管理者 IDが追加
されます。

1

2

3

4

5

6

ストアへの管理者によるアクセスを指定する

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月560



「管理者」タブで「保存」をクリックして、新たに変更した管理者リストを保存しま
す。

コマンド行:コマンド行で管理者のエントリを追加する場合は、以下のようになります。

configutil -o store.admins -v " adminlist"

この adminlistは、スペースで区切られた管理者 IDのリストです。複数の管理者を指定す
る場合は、引用符でリストを囲んでください。また、管理者は、サービス管理者グルー
プのメンバーである必要があります (LDAPユーザーエントリ: memberOf: cn=Service
Administrators,ou=Groups,o=usergroup)。

� 管理者エントリを変更するには
ここでは、コンソールでメッセージストアの管理者UIDリストにある既存のエントリを
変更する方法について説明します。

「管理者」タブをクリックします。

「管理者UID」ウィンドウの横にある「編集」ボタンをクリックします。

「管理者UID」フィールドに変更を入力します。

「了解」をクリックして変更を送信し、管理者の編集ウィンドウを閉じます。

「管理者」タブで「保存」をクリックして、変更した管理者リストを送信して保存しま
す。

コマンド行

コマンド行でメッセージストアの管理者UIDリストにある既存のエントリを変更する場
合は、以下のようになります。

configutil -o store.admins -v "adminlist"

� 管理者エントリを削除するには
管理者の削除は、コンソールまたはコマンド行から行うことができます。

「管理者」タブをクリックします。

「管理者UID」リストで項目を選択します。

「削除」をクリックして項目を削除します。
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「保存」をクリックして、管理者リストに変更を送信して保存します。

コマンド行:コマンド行でストア管理者を削除する場合は、以下のように管理者リストを
編集することができます。

configutil -o store.admins -v "adminlist"

メールボックスを保護して管理者以外による削除
や名前の変更を防止するには
一部のメールボックスを保護して、管理者以外による削除や名前の変更を防止すること
もできます。次に、この手順を説明します。管理者以外のユーザーが保護されたメール
ボックスの削除、変更、または名前の変更を試みると、「mailbox is pinned」というエ
ラーメッセージが表示されます。

local.store.pin configutil変数を設定します。次の形式を使用してください。

configutil -o local.store.pin -v "mailbox1"%"mailbox2"%"mailbox 3"

ここで、mailbox1、mailbox2、およびmailbox 3は保護するメールボックスで (メール
ボックス名にはスペースも使用可)、%は各メールボックス間の区切り文字です。

共有フォルダについて
「グループフォルダ」または「共有フォルダ」は、ほかのメールフォルダと同様です。
ただし、ほかのユーザーやグループも、与えられている権限に応じて、そのメッセージ
の読み取り、削除、追加を行うことができます。共有フォルダにメッセージを追加する
には、通常のドラッグ＆ドロップを使用する方法、Sieveフィルタを使用する方法、また
は uid+folder@ domainという形式を使用して直接送信する方法があります。次に例を示し
ます。

carol.fanning+crafts_club@siroe.com

共有フォルダは、ある話題についてのリアルタイムの電子メール会話を開始、共有、
アーカイブする場合に便利です。たとえば、ソフトウェア開発者のグループは、
mosaic_voicesという特定のプロジェクトの進行状況について話し合うための共有フォル
ダを作成できます。メッセージが共有フォルダ mosaic_voicesに送信またはドロップされ
ると、その共有フォルダに対して権限を持っているユーザーは誰でもそのメールボック
スを開いてメッセージを読むことができます (権限は個々のアドレスでもグループアドレ
スでも追加できる)。

ユーザーの共有フォルダは、ユーザーの Shared Folders/Usersというメールフォルダに
保存されます。ユーザーはこのメールフォルダ内に共有フォルダを作成しアクセスしま
す。562ページの「共有フォルダについて」に例を示します。
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public
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Announcements

図 18–2Edの共有メールフォルダリストのメールクライアントの例

共有フォルダには 2種類あります。

� 非公開共有フォルダ -特定のユーザーが作成し所有する共有フォルダです。共有
フォルダの作成をサポートしているCommunications Expressなどのメールクライアン
トを使用します。詳細については、Communications Expressのヘルプ画面を参照して
ください。

� 公開共有フォルダ -公開共有フォルダは、メール管理者によって作成されますが、所
有者はいません。公開フォルダの電子メールアドレスは次のようになります。

共有フォルダについて
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public+foldername@domain

たとえば、社内の何らかの会についての情報を送信するために
public+software_dev@siroe.comなどのフォルダを作成します。興味のある従業員に対
して、この公開フォルダへのアクセス権を付与します。

通常、共有フォルダは特定のメッセージストア上のユーザーのみが使用できます。ただ
し、Messaging Serverでは、複数のメッセージストアからアクセスできる特殊な共有
フォルダを作成できます。このようなフォルダは、「分散共有フォルダ」と呼ばれま
す。詳細については、568ページの「分散共有フォルダを設定するには」を参照してくだ
さい。

共有フォルダに関するタスク
この節では、共有フォルダ管理者のタスクについて説明します。

� 564ページの「公開フォルダを作成するには」
� 566ページの「共有フォルダのアクセス制御の権限を設定または変更するには」
� 568ページの「共有フォルダの一覧表示を有効化または無効化するには」
� 568ページの「分散共有フォルダを設定するには」
� 570ページの「共有ファイルデータを監視および保守するには」

� 公開フォルダを作成するには
公開フォルダの場合は、LDAPデータベースおよび readershipコマンドへのアクセスが
必要であるため、システム管理者が作成する必要があります。

すべての公開フォルダのコンテナとして機能する publicという LDAPユーザーエントリを
追加します (562ページの「共有フォルダについて」を参照)。
次に例を示します。

dn: cn=public,ou=people,o=sesta.com,o=ISP

objectClass: person

objectClass: organizationalPerson

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: inetUser

objectClass: ipUser

objectClass: inetMailUser

objectClass: inetLocalMailRecipient

objectClass: nsManagedPerson

objectClass: userPresenceProfile

cn: public

mail: public@sesta.com

mailDeliveryOption: mailbox

mailHost: manatee.siroe.com

uid: public

1
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inetUserStatus: active

mailUserStatus: active

mailQuota: -1

mailMsgQuota: 100

mboxutilコマンド行ユーティリティーを使用して、publicアカウント内にフォルダを作
成します。

たとえば、gardeningという公開フォルダを作成します。
mboxutil -c user/public/gardening

共有フォルダに対するユーザーのアクセス権を指定します。

ユーザーとそのアクセス権を指定するには、readershipコマンドを使用します。たとえ
ば、次のコマンドは、sesta.comの全員に公開フォルダ gardeningの検索、読み取り、お
よび送信のアクセス権を付与します。

readership -s user/public/gardening anyone@sesta.com lrp

readershipの使用方法の詳細については、566ページの「共有フォルダのアクセス制御の
権限を設定または変更するには」を参照してください。

電子メールグループの共有フォルダを追加するに
は
共有フォルダを作成するには、通常、Communications Expressを使用して共有フォルダリ
ストにユーザーを追加するか、前述の方法で公開共有フォルダを作成します。ただし、
共有フォルダリストに電子メールグループ (メール配布リスト)を追加して、グループの
全員が共有フォルダにアクセスできるようにすることもできます。たとえば、
tennis@sesta.comというグループに 25人のメンバーがいる場合に、このグループアドレ
ス宛のすべての電子メールを保存する共有フォルダを作成できます。

� 共有フォルダに電子メールグループを追加するには
共有フォルダに電子メールグループを追加するには、システム管理者の権限が必要で
す。

フォルダを作成します。(これをすでに完了している場合、この手順は省略する。)

通常、グループのいずれかのメンバーがこの作業を行う必要があります。グループメン
バーの代わりに、管理者が次のコマンドを使用して作成することもできます。

mboxutil -c user/gregk/gardening

gregkは、共有フォルダの所有者の uidです。gardeningは、共有フォルダの名前です。
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グループ共有フォルダへのアクセス権を与える各メンバーについて、そのユーザーエン
トリに属性と値のペア aclGroupAddr group_name@domainを追加します。
上の例を使用すると、共有フォルダへのアクセス権を与える各ユーザーエントリに、次
の属性と値のペアを追加します。

aclGroupAddr: tennis@sesta.com

グループエントリで memberURL属性を使用して動的に作成されたグループの場合、そのメ
ンバーにはすでにこの属性が設定されています。この属性のURL値は次のようになりま
す。

memberURL: ldap:///o=sesta.com??sub?(&(aclGroupAddr=tennis@sesta.com)

(objectclass=inetmailuser))

(この例のエントリ行は印刷上の理由で折り返されているが、実際のエントリは 1行に記
述される。)

共有フォルダに対するグループのアクセス権を指定します。

これには readershipコマンドを使用します。上の例を使用すると、次のコマンドは、
tennis@sesta.comのメンバーに公開フォルダ gardeningの検索、読み取り、および送信の
アクセス権を付与します。

readership -s user/gregk/tennis tennis@sesta.com lrp

readershipの使用方法の詳細については、566ページの「共有フォルダのアクセス制御の
権限を設定または変更するには」を参照してください。

共有フォルダのアクセス制御の権限を設定または
変更するには
ユーザーはCommunications Expressインタフェースを使用して、共有フォルダに対するア
クセス制御を設定したり変更したりできます。管理者は readershipコマンド行ユー
ティリティーを使用して、共有フォルダに対するアクセス制御を設定したり変更したり
できます。このコマンドの形式は、次のとおりです。

readership -s foldername identifier rights_chars

ここで、foldernameは権限を設定する公開フォルダの名前、identifierは権限を割り当てる
ユーザーまたはグループ、rights_charsは割り当てる権限です。各文字の意味について
は、表 18–3を参照してください。

注 – anyoneは特別な識別子です。anyoneのアクセス権は、すべてのユーザーに適用され
ます。同様に、anyone@domainのアクセス権は、同一ドメイン内のすべてのユーザーに
適用されます。
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表 18–3ACL権限を示す文字

文字 説明

l lookup -ユーザーは共有フォルダを表示および購読できます。(使用できる IMAP
コマンド: LISTおよび LSUB)

r read -ユーザーは共有フォルダを読み取ることができます。(使用できる IMAPコ
マンド: SELECT、CHECK、FETCH、PARTIAL、SEARCH、フォルダからの COPY)

s seen -セッション全体にわたって、開封済みの情報を保持するようにシステムに
指示します。(IMAP STORE SEENフラグを設定すること)

w write -ユーザーは開封済みのマークを付けることができ、メッセージを削除でき
ます。(IMAP STOREフラグを SEENおよび DELETED以外に設定すること)

i insert -ユーザーは電子メールをあるフォルダから別のフォルダにコピーおよび移
動できます。(使用できる IMAPコマンド:フォルダへの APPEND、COPY)

p post -ユーザーは共有フォルダ電子メールアドレスにメールを送信できます。
(IMAPコマンドは不要)

c create -ユーザーは新規のサブフォルダを作成できます。(使用できる IMAPコマ
ンド: CREATE)

d delete -ユーザーは共有フォルダからエントリを削除できます。(使用できる IMAP
コマンド: EXPUNGE、STORE DELETEDフラグをセットすること)

a administer -ユーザーは管理者権限を持ちます。(使用できる IMAPコマンド:
SETACL)

例
sestaドメインの全員に公開フォルダ golftournamentの検索、読み取り、電子メールの
マーク付けができる (ただし、送信は除く)アクセス権を付与する場合は、次のようにコ
マンドを発行します。

readership -s User/public/golftournament anyone@sesta lwr

メッセージストアの全員に同じアクセス権を割り当てるには、次のコマンドを発行しま
す。

readership -s User/public/golftournament anyone lwr

検索、読み取り、電子メールのマーク付け、および送信する権限をグループに割り当て
る場合は、次のようにコマンドを発行します。

readership -s User/public/golftournament group=golf@sesta.com lwrp

このフォルダの管理者権限と送信権限を jdoeという個人に割り当てる場合は、次のよう
にコマンドを発行します。

readership -s User/public/golftournament jdoe@sesta.com lwrpa
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公開フォルダへの個人またはグループのアクセスを拒否するには、ダッシュを useridの
前に付けます。たとえば、jsmithの検索、読み取り、書き込み権限を拒否するには、次
のようにコマンドを発行します。

readership -s User/public/golftournament -jsmith@sesta.com lwr

個人またはグループのアクセス権を拒否するには、ACL権限を示す文字の前に
ダッシュを付けます。たとえば、jsmithの送信権限を拒否するには、次のようにコマン
ドを発行します。

readership -s User/public/golftournament jsmith@sesta.com -p

注 –uid+folder@domainアドレスを使用して共有フォルダにメッセージを送信するには、
readershipコマンドに p (送信)アクセス権を使用する必要があります。詳細については、
566ページの「共有フォルダのアクセス制御の権限を設定または変更するには」を参照
してください。

共有フォルダの一覧表示を有効化または無効化す
るには
設定オプション local.store.sharedfoldersの設定によって、サーバーは LISTコマンドに
対する応答として共有フォルダを返す場合と返さない場合があります。このオプション
を offに設定すると、オプションは無効になります。デフォルトでは、この設定は有効
(on)になっています。

SELECTおよび LSUBコマンドは、このオプションの影響を受けません。LSUBコマンドは、
すべての購読されているフォルダを返します。これには共有フォルダが含まれます。
ユーザーは SELECTを使用して所有するフォルダや購読しているフォルダを選択できま
す。

分散共有フォルダを設定するには
通常、共有フォルダは特定のメッセージストア上のユーザーのみが使用できます。ただ
し、Messaging Serverでは、複数のメッセージストアからアクセスできる「分散共有
フォルダ」を作成できます。つまり、分散共有フォルダへのアクセス権は、メッセージ
ストアグループ内の任意のユーザーに付与できます。ただし、Webメールクライアント
(Messenger ExpressなどのHTTPアクセスクライアント)では、リモートでの共有フォルダ
アクセスがサポートされていないことに注意してください。ユーザーは共有フォルダを
一覧表示および購読できますが、内容を表示したり変更したりすることはできません。

分散共有フォルダでは、次の条件を満たす必要があります。

� メッセージストア useridは、メッセージストアグループ全体で一意である。
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� 配備全体で、ディレクトリデータが同一である。

リモートのメッセージストア (つまり、共有フォルダを保持していないメッセージスト
ア)は、表 18–4に示されている設定変数を使用してプロキシサーバーとして設定されて
いる必要があります。

表 18–4分散共有フォルダの設定に使用する変数

名前 値 データ形式

local.service.proxy.serverlist メッセージストアのサーバーリスト スペースで区切ら
れた文字列

local.service.proxy.admin デフォルトのストア管理者ログイン名 文字列

local.service.proxy.adminpass デフォルトのストア管理者パスワード 文字列

local.service.proxy.admin.hostname 特定ホスト用のストア管理者ログイン名 文字列

local.service.proxy.adminpass.hostname 特定ホスト用のストア管理者パスワード 文字列

分散共有フォルダの設定例
図 18–3に、StoreServer1、StoreServer2、および StoreServer3という 3つのメッセージストア
サーバーで共有する分散フォルダの例を示します。

図 18–3分散共有フォルダの例

これらのサーバーは、表 18–4で示されている変数を設定することによって、ピアプロキ
シメッセージストアとして互いに接続しています。各サーバーには、golf (Hanが所有)、
tennis (Katが所有)、および hurling (Lukeが所有)という非公開共有フォルダがあります。
さらに、press_releasesおよびAnnouncementsという 2つの公開共有フォルダもあります。
これら 3つのサーバーのいずれかに存在するユーザーは、これら 3つの共有フォルダすべ
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てにアクセスできます。図 18–2に、Edの共有フォルダリストが示されています。次に、
この構成における各サーバーのACLの例を示します。

$ StoreServer1 :> readership -l

Ed: user/Han/golf

Ian: user/Han/golf

anyone: user/public/press_releases

$ StoreServer2 :> readership -l

Jan: user/Kat/tennis

Ann: user/Kat/tennis

anyone: user/public+Announcements user/public+press_releases

$ StoreServer3 :> readership -l

Tuck: user/Ian/hurling

Ed: user/Ian/hurling

Jac: user/Ian/hurling

anyone: user/public/Announcements

共有ファイルデータを監視および保守するには
readershipコマンド行ユーティリティーを使用すると、folder.db、peruser.db、および
lright.dbの各ファイルに保存されている共有フォルダデータを監視および保守できま
す。folder.dbには、ACLのコピーが格納された各フォルダの記録があります。
peruser.dbには、ユーザーおよびメールボックスごとのエントリがあり、このエントリ
には、各種フラグ設定およびユーザーが任意のフォルダに前回アクセスした日付が示さ
れています。lright.dbには、全ユーザーの一覧があり、ユーザーが検索権限を持つ共有
フォルダも示されています。

readershipコマンド行ユーティリティーでは次のオプションが使用できます。

表 18–5readershipオプション

オプション 説明

-d days 指定した日数以内にフォルダを選択したユーザーの数を共有フォル
ダごとに示すレポートを返します。

-p months 指定した月数以内に共有フォルダを選択していなかったユーザーの
peruser.dbからデータを削除します。
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表 18–5readershipオプション (続き)
オプション 説明

-l lright.db.内のデータをリスト表示します。

-s folder_identifier_rights 指定したフォルダにアクセス権を設定します。これによって、
lright.dbおよび folder.dbが更新されます。

さまざまなオプションを使用して、次の機能を実行できます。

� 571ページの「共有フォルダ使用状況を監視するには」
� 571ページの「ユーザーとその共有フォルダを一覧表示するには」
� 572ページの「非アクティブなユーザーを削除するには」
� 572ページの「アクセス権を設定するには」

共有フォルダ使用状況を監視するには
共有フォルダに積極的にアクセスしているユーザーの数を調べるには、次のコマンドを
発行します。

readership -d days

daysは、チェック対象とする日数です。このオプションではアクティブなユーザーの数
が返されるのであって、アクティブなユーザーの一覧が返されるのではないことに注意
してください。

次に例を示します。過去 30日以内に共有フォルダを選択したユーザーの数を調べるに
は、次のようにコマンドを発行します。

readership -d 30

ユーザーとその共有フォルダを一覧表示するには
ユーザーおよびユーザーがアクセスした共有フォルダを一覧表示するには、次のコマン
ドを発行します。

readership -l

出力例:

$ readership -l

group=lee-staff@siroe.com: user/user2/lee-staff

richb: user/golf user/user10/Drafts user/user2/lee-staff user/user10/Trash

han1: user/public+hurling@siroe.com user/golf

gregk: user/public+hurling@siroe.com user/heaving user/tennis
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非アクティブなユーザーを削除するには
非アクティブなユーザー (指定の期間内に共有フォルダにアクセスしなかったユーザー)
を削除するには、次のコマンドを発行します。

readership -p months

monthsは、チェックに使用する月数です。

次に例を示します。過去 6か月間に共有フォルダにアクセスしなかったユーザーを削除
します。

readership -p 6

アクセス権を設定するには
新規の公開フォルダにアクセス権を割り当てたり、現在の公開フォルダのアクセス権を
変更したりできます。

このコマンドを使用したアクセス権の設定方法の例については、566ページの「共有
フォルダのアクセス制御の権限を設定または変更するには」を参照してください。

メッセージストアの制限容量について
メッセージストアの制限容量は、ユーザーまたはドメインが使用できるディスク容量ま
たはメッセージ数の「制限容量」を設定するしくみです。この節では、次の情報につい
て説明します。

� 572ページの「ユーザーの制限容量」
� 573ページの「ドメインの制限容量」
� 573ページの「TelephonyApplication Serverに関する例外」

詳細については、606ページの「制限容量を監視するには」を参照してください。

ユーザーの制限容量
ユーザーの制限容量は、ディスク容量またはメッセージの数によって指定できま
す。ディスク制限容量は、各ユーザーに割り当てられるディスク容量をバイト単位で指
定します。ディスク制限容量は、ユーザーのメールフォルダの数に関係なくユーザーの
メッセージの合計サイズに適用されるか、ユーザーメッセージの合計数に適用されま
す。メッセージ制限容量は、ユーザーのメールボックスに保存されるメッセージの数を
制限するものです。

制限容量の情報は、LDAP属性 (表 18–6)および configutil変数 (表 18–7)に保存されま
す。最新の詳細情報については、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4
Schema Reference』を参照してください。Messaging Serverでは、制限容量を設定する以外
にも、次の機能を制御できます。
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� 制限容量の通知は、「ディスク制限容量のしきい値」に達したときに、ユーザーに警
告メッセージを送信します。

� 制限容量の適用は、制限容量を超過したあとはメッセージストアへのメッセージの配
信を停止します。制限容量を超過した場合でもメッセージを配信できるようにするこ
ともできます。

制限容量を超過したためにメッセージ配信が停止された場合、次のどちらかの状態に
なるまで、着信メッセージはMTAキューに残ったままとなります。

� ユーザーのメッセージのサイズまたは数が制限容量を超えない状態になったと
き。この時点でMTAによってメッセージが配信されます。

� 未配信のメッセージのMTAキューに残留している期間が、メッセージが差出人に
返されるよう指定された猶予期間を超えてしまったとき。(581ページの「猶予期
間を設定するには」を参照)。

ディスク容量は、ユーザーがメッセージを削除または消去したときや、設定され
た存続期間決定ポリシーに従ってサーバーがメッセージを削除したときに使用可
能になります。

� デフォルトの制限容量は、すべてのユーザーに対してデフォルトの制限容量を設定す
るか、ユーザーごとに異なる制限容量を設定します。ユーザーが制限容量を超えてい
るかどうかを判別するために、Messaging Serverは、まず個々のユーザーに対する制限
容量が設定されているかどうかを確認します。個別の制限容量が設定されていない場
合、Messaging Serverはすべてのユーザーに対して設定されているデフォルトの制限容
量を確認します。

ドメインの制限容量
ユーザーの場合と同様、制限容量はドメインに対しても、バイト数またはメッセージ数
のどちらかを設定できます。この制限容量は、特定のドメイン内のすべてのユーザー
の、累積されたバイトまたはメッセージすべてに対するものです。

TelephonyApplication Serverに関する例外
統一されたメッセージング要件をサポートするために、Messaging Serverではメッセージ
ストアによって課された制限容量を無効にする機能を提供しています。これにより、特
定のエージェント、つまりTelephonyApplication Servers (TAS)が受け取ったメッセージが
確実に配信されます。TASによって受け入れられたメッセージは特別なMTAチャネルを
通るようにルーティングされ、メッセージは制限容量に関係なくストアに配信されるよ
うになります。TASチャネルの設定の詳細については、第 12章を参照してください。
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メッセージストアの制限容量の属性およびパラ
メータ
この節では、メッセージストアの制限容量の属性およびパラメータについて説明しま
す。これらの属性およびパラメータの詳細については、『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4 Schema Reference』を参照してください。

表 18–6メッセージストアの制限容量の属性

属性 説明

mailQuota ユーザーのメールボックスに指定できるディスク容量のバイトです。固有の値は次のとおり
です。

0 -ユーザーのメールボックスに領域を割り当てません。

–1 -領域の容量を制限しません。

-2 -システムのデフォルトの容量を使用します。(configutilパラメータ
store.defaultmailboxquota)

mailMsgQuota ユーザーに許可された最大メッセージ数です。ストア内のすべてのフォルダの累積カウン
ト。固有の値は次のとおりです。

0 -ユーザーのメールボックスにメッセージを割り当てません。

-1 -許可するメッセージ数を制限しません。

-2 -システムのデフォルトの容量を使用します。(configutilパラメータ
store.defaultmessage.quota)

mailUserStatus メールユーザーのステータス。次の値のいずれかとなります。

active -メールは通常どおり処理されます。デフォルトは activeです。

inactive -ユーザーのメールアカウントが非アクティブです。一時的な失敗が返されます。

deleted -削除済みで消去可能というマークが付いたアカウントです。永久的な失敗が返され
ます。メールボックスへのアクセスがブロックされます。

hold -保留キューに送信され、メールボックスにアクセスするメールが拒否されます

overquota -このステータスの場合、MTAはメールをメールボックスに配信しません。これ
は、configutilパラメータの store.overquotastatusが onの場合に設定されるステータスで
す。

mailDomainDiskQuota ドメイン内のすべてのメールボックスの累積カウントに指定できるディスク容量のバイトで
す。-1の値は、領域の容量を制限しないことを示します (デフォルト)。ドメインのディスク
制限容量を適用するには、次のコマンドを実行します。imquotacheck -f -d domain

mailDomainMsgQuota ドメインに許可された最大メッセージ数です。つまり、ストア内のすべてのメールボックス
の総数です。-1の値は、制限がないことを示します。 (デフォルト)。ドメインのメッセージ
制限容量を適用するには、次のコマンドを実行します。imquotacheck -f -d domain
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表 18–6メッセージストアの制限容量の属性 (続き)
属性 説明

mailDomainStatus メールドメインのステータスです。値とデフォルトは mailUserStatusと同じ。

表 18–7メッセージストアの configutilパラメータ

パラメータ 説明

store.quotaenforcement 制限容量の適用を有効にします。オフの場合も、制限容量データベースは更新さ
れますが、メッセージは常に配信されます。デフォルト: On

store.quotanotification 制限容量の通知を有効にします。デフォルト: On

store.defaultmailboxquota デフォルトの制限容量をバイト数によって保存します。デフォルト: -1 (無制限)

store.defaultmessagequota デフォルトの制限容量をメッセージ数によって保存します。数値です。デフォル
ト: -1 (無制限)

store.quotaexceededmsg 制限容量の警告メッセージです。指定しない場合、通知は送信されません。デ
フォルト:なし

store.quotaexceededmsginterval 制限容量の超過の通知を送信する間隔 (日単位)です。デフォルト: 7

store.quotagraceperiod メールボックスへのメッセージが差出人に戻されるときの、メールボックスが制
限容量を超過した時間です。時間数です。デフォルト: 120

store.quotawarn 制限容量の警告のしきい値です。クライアントに制限容量の超過の警告が送信さ
れるときの、制限容量を超えるパーセントです。デフォルト: 90

local.store.quotaoverdraft NetscapeMessaging Serverから移行したシステムとの互換性を提供するために使用
されます。ONのとき、ディスク容量が制限容量を超過するメッセージを 1つ配
信できます。制限容量を超過すると、メッセージが遅延またはバウンスされ、制
限容量の警告メッセージが送信され、制限容量の猶予期間のタイマーが開始され
ます。デフォルトでは、メッセージストアがしきい値に達したときに、制限容量
の警告メッセージが送信されます。デフォルト: Offです。ただし、
store.overquotastatusが設定されている場合は onとみなされます。そうでない場
合、ユーザーは制限容量を超過することはできず、overquotastatusが使用される
ことはありません。

local.store.overquotastatus メッセージがMTAのキューに入れられる前に、制限容量の適用を有効にしま
す。これによって、MTAキューがいっぱいになりません。このパラメータが設定
されている場合、ユーザーがまだ制限容量を超過していないが、着信メッセージ
が制限容量を超過すると、メッセージが配信され、MTAがそれ以降はメッセージ
を受け入れないようにmailuserstatus LDAP属性に overquotaが設定されます。デ
フォルト: off
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メッセージストアの制限容量を設定する
この節では、次のタスクについて説明します。

� 576ページの「デフォルトのユーザー制限容量を指定するには」
� 577ページの「個々のユーザー制限容量を指定するには」
� 577ページの「ドメイン制限容量を指定するには」
� 577ページの「制限容量の通知を配備するには」
� 580ページの「制限容量の適用を有効または無効にするには」
� 581ページの「猶予期間を設定するには」

� デフォルトのユーザー制限容量を指定するには
個別の制限容量が設定されていないユーザーに適用するデフォルトの制限容量を設定す
るには、コンソールまたはコマンド行を使用します。

「設定」タブをクリックして、左のペインの「メッセージストア」を選択します。

「制限容量」タブをクリックします。

デフォルトのユーザーディスク制限容量を指定するには、「デフォルトのユーザー
ディスク制限容量」フィールドで次のオプションのどちらかを選択します。

無制限:このオプションは、デフォルトのディスク制限容量を設定しない場合に選択しま
す。

サイズ制限:このオプションは、デフォルトのユーザーディスク制限容量を特定のサイズ
に制限する場合に選択します。ボタンの横のフィールドに数字を入力し、ドロップダウ
ンリストから「K バイト」または「M バイト」を選択します。

メッセージ数の制限を指定する場合は、「デフォルトのユーザーメッセージ制限容量」
ボックスに数字を入力します。

「保存」をクリックします。

デフォルトのメッセージストアの制限容量を使用する場合は、ユーザーエントリで、「M

バイト」属性を -1に設定します。

コマンド行

コマンド行でデフォルトのユーザー制限を指定するには、以下の手順に従います。

メッセージの合計サイズについてのデフォルトのユーザーディスク制限容量を指定する
場合は、以下のようになります。

configutil -o store.defaultmailboxquota -v [ -1 | number ]

ここで -1は制限がないことを示し、numberはバイト数を示します。

1

2

3

4

5

6
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メッセージの合計数についてのデフォルトのユーザー制限を指定する場合、以下のよう
になります。

configutil -o store.defaultmessagequota -v [ -1 | number ]

ここで -1は制限がないことを示し、numberはメッセージ数を示します。

デフォルトのメッセージストアの制限容量を使用する場合は、ユーザーエントリで、
mailQuota属性を -2に設定します。詳細については、表 18–6を参照してください。

個々のユーザー制限容量を指定するには
各ユーザーには、制限容量を個別に設定できます。ユーザー固有の制限容量を設定する
には、ユーザーの LDAPエントリで mailQuotaまたは mailmsgquota属性を設定します。
(表 18–6を参照。)制限容量を適用するには、configutil store.quotaenforcementを onに
設定します。

ドメイン制限容量を指定するには
ディスク容量の制限容量またはメッセージの制限容量は、特定のドメインに対して設定
できます。これらの制限容量は、特定のドメイン内のすべてのユーザーの、累積された
バイトまたはメッセージすべてに対するものです。ドメインの制限容量を設定するに
は、ユーザーの LDAPエントリで mailDomainDiskQuotaまたは mailDomainMsgQuota属性を
設定し (表 18–6を参照)、imquotacheck -fを実行します。

制限容量の通知を配備するには
制限容量の通知とは、制限容量に近づいたときにユーザーに警告メッセージを送信する
処理のことです。この機能を使用するには、3つの手順が必要です。

� 577ページの「制限容量の通知を有効にするには」
� 578ページの「制限容量の警告メッセージを定義するには」
� 579ページの「制限容量のしきい値を指定するには」

� 制限容量の通知を有効にするには
制限容量の通知を有効にするには、コンソールまたはコマンド行を使用します。

「制限容量」タブをクリックします。

「容量制限有効化の通知」ボックスにチェックマークを付けます。制限容量の通知を無
効にするには、このボックスのチェックマークを外します。

制限容量の警告メッセージを定義します。詳細については、578ページの「制限容量の警
告メッセージを定義するには」を参照してください。

1

2

3
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「保存」をクリックします。

コマンド行

コマンド行で制限容量の通知を有効または無効にするには、以下のようにします。

configutil -o store.quotanotification -v [ yes | no ]

メッセージに何も設定されなかった場合、ユーザーには制限容量の警告メッセージは送
信されません。制限容量の警告メッセージの形式については、次の節を参照してくださ
い。

� 制限容量の警告メッセージを定義するには
ディスク制限容量を超えそうなユーザーに送信するメッセージは、以下の手順で定義し
ます。メッセージはユーザーのメールボックスに送られます。

「制限容量」タブをクリックします。

ドロップダウンリストから使用言語を選択します。

ドロップダウンリストの下にあるメッセージテキストのフィールドに、送信する
メッセージ内容を入力します。

「保存」をクリックします。

コマンド行

コマンド行で制限容量の警告メッセージを定義する場合は、以下のようになります。

configutil -o store.quotaexceededmsg -v ’message’

メッセージはRFC 822形式でなければなりません。メッセージには少なくとも件名行を
含むヘッダーがあり、$$、メッセージ本文がそのあとに続いている必要があります。$
は、新しい行を表します。使用しているシェルによっては、$の前に \を追加して、$が
持つ特殊な意味をエスケープする必要があることもあります (ほとんどの場合、$は
シェルのエスケープ文字)。次に例を示します。

configutil -o store.quotaexceededmsg -v ”Subject: WARNING: User quota exceeded$$User

quota threshold exceeded - reduce space used.’

さらに、次の変数がサポートされます。

[ID] -ユーザー ID

[DISKUSAGE] -ディスク使用量

[NUMMSG] -メッセージの数

[PERCENT] - store.quotawarnパーセンテージ

[QUOTA] - mailquota属性

[MSGQUOTA] - mailmsgquota属性

4

1

2

3

4
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次にこれらの変数の使用例を示します。

configutil -o store.quotaexceededmsg -v ”Subject: Overquota Warning$$[ID],$$Your

mailbox size has exceeded [PERCENT] of its alloted quota.$Disk Usage:

[DISKUSAGE]$Number of Messages: [NUMMSG]$Mailquota: [QUOTA]$Message Quota:

[MSGQUOTA]$$-Postmaster’

警告メッセージの送信頻度を定義する場合は、以下のようになります。

configutil -o store.quotaexceededmsginterval -v number

この numberは日数を示しています。たとえば、3が入っていれば 3日ごとにメッセージ
が送信されます。

� 制限容量のしきい値を指定するには
制限容量のしきい値は、クライアントに警告が送信されるときの、制限容量を超えた割
合です。ユーザーのディスク使用量が指定したしきい値を超えたら、サーバーからユー
ザーに警告メッセージが送信されます。

注 – local.store.quotaoverdraft=onの場合、store.quotawarnで設定されたしきい値に関
係なく、ユーザーのディスク使用量が制限容量の 100%を超えるまで電子メール通知はト
リガされません。

クライアントが IMAPALERT機能をサポートしている IMAPユーザーの場合は、ユー
ザーがメールボックスを選択するたびに画面にメッセージが表示され、メッセージは
IMAPログにも書き込まれます。

「制限容量」タブをクリックします。

「制限容量の警告のしきい値」フィールドに警告しきい値の数字を入力します。

この数字は許可された制限容量のパーセンテージを表しています。たとえば 90%を選択
した場合、ユーザーは許可された制限容量の 90%を使用したところで警告を受けること
になります。デフォルトは 90%です。この機能をオフにするには 100%と入力します。

「保存」をクリックします。

コマンド行

コマンド行で制限容量のしきい値を指定する場合は、以下のようになります。

configutil -o store.quotawarn -v number

この numberは許可された制限容量のパーセンテージを示しています。
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制限容量の適用を有効または無効にするには
デフォルトでは、制限容量を超えてもユーザーまたはドメインには何の影響もなく、制
限容量超過の通知が設定されている場合に通知を受信するだけです。制限容量を適用す
ると、ディスク容量が制限容量レベルを下回るまで、それ以上メッセージを受信しない
ようメールボックスをロックします。

� 制限容量の適用を有効にするには
制限容量の適用を有効にするには、コンソールまたはコマンド行を使用します。

「制限容量」タブをクリックします。

「容量制限実施の有効化」ボックスにチェックマークを付けます。制限容量の適用を無
効にする場合はこのボックスのチェックマークを外します。

「保存」をクリックします。

コマンド行

制限容量の適用を有効または無効にするには、以下のようにします。

configutil -o store.quotaenforcement -v [ on | off]

制限容量を超過すると、メッセージはMTAキューに保存され、メッセージが配信されな
かったが、あとで再配信が試行されることを示す通知が差出人へ送信されます。配信の
再試行は、猶予期間の期限が切れて、すべてのメッセージが差出人に戻されるまで、ま
たはディスク使用量が制限容量を下回り、メッセージをMTAキューから取り出して
メッセージストアに配信できるようになるまで続行されます。制限容量を超えた場合
に、メッセージをキューに入れる前にメッセージを返す場合は、次のコマンド行を使用
します。

configutil -o store.overquotastatus -v on

制限容量の適用をドメインレベルで有効にする
特定のドメインの制限容量を適用するには、次のコマンドを使用します。

imquotacheck -f -d domain

すべてのドメインについて有効にするには、-dオプションを除外します。ドメインがそ
の制限容量を超過すると、maildomainstatus属性が overquotaに設定され、このドメイン
への全配信が停止します。ドメインが overquotaでない場合、値は activeに設定されま
す。

制限容量の適用を無効にする
ユーザーの制限容量が適用されているようである場合は、制限容量を無効にした場合で
も、次のパラメータを確認してください。

次の configutilパラメータは、オフにするか設定しないようにする必要があります。
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� store.quotaenforcement

� local.store.overquotastatus

� local.store.quotaoverdraft

store.overquotastatusが onの場合、常に store.quotaoverdraftが onであるとみなし、
そうでない場合はユーザーは制限容量を超過して拒否を引き起こすことはありません。
また、store.quotaoverdraftが onの場合、ユーザーは制限容量よりも小さいメッセージ
を 1つだけ許可されます。すなわち、ユーザーの制限容量よりも大きいメッセージは受
け入れません。

これらのパラメータを変更したあとは、必ずメッセージングサービスを再起動してくだ
さい。

次のメッセージストア属性はアクティブにする必要があります。

� maildomainstatus

� mailuserstatus

メッセージがメールボックスの制限容量よりも大きい場合は、制限容量の適用設定とは
無関係にバウンスされます。

猶予期間を設定するには
猶予期間は、メッセージを差出人にバウンスするまでメールボックスが制限容量 (ディス
ク容量やメッセージの数)を超えた状態でいられる期間を指定するものです。MTAが
メッセージを受け取っても、メッセージはMTAキューに残り、次のいずれかの状況が発
生するまでメッセージストアには配信されません。

� メールボックスが制限容量を超えない状態になったとき。この時点でメールボックス
にメッセージが配信されます。

� ユーザーが指定された猶予期間を過ぎても制限容量を上回ったままでいるとき。この
時点でサーバーが、キュー内に含まれているすべてのメッセージをバウンスします。
この時間制限は、quotagraceperiod configutilパラメータによって制御されます。

� メッセージがメッセージキューの最大時間を過ぎてもメッセージキューに残っている
とき。これは、noticesMTAチャネルキーワードによって制御されます (279ページ
の「通知メッセージの配信間隔を設定するには」を参照)。

たとえば、猶予期間が 2日間に設定されているときに 1日分の制限容量を超えた場合、新
しいメッセージは引き続き受信され、メッセージキュー内に保持され、配信試行は続行
します。2日目を過ぎると、メッセージは差出人に戻されます。
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注 –猶予期間とは、メッセージがメッセージキュー内に保持される期間ではなく、
メッセージキュー内に含まれているすべての着信メッセージがバウンスされるまでに、
メールボックスが制限容量を超えた状態でいられる期間です。猶予期間は、ユーザーが
制限容量のしきい値に達し、警告を受けたときに開始します。579ページの「制限容量の
しきい値を指定するには」を参照し、注意してください。

� メッセージをキューに保持する猶予期間を設定するには

「制限容量」タブをクリックします。

「制限容量超過時の猶予期間」フィールドに数字を入力します。

ドロップダウンリストで「日」または「時間」を指定します。

「保存」をクリックします。

コマンド行

コマンド行で制限容量の猶予期間を指定する場合は、以下のようになります。

configutil -o store.quotagraceperiod -v number

この numberは時間数を示しています。

NetscapeMessaging Serverの制限容量の互換性
モード
NetscapeMessaging Serverのディスク使用量が制限容量を超過すると、サーバーは
メッセージの配信を延期またはバウンスし、制限容量超過通知を送信して、猶予期間を
開始します。Messaging Serverには、この動作を保持するパラメータ
local.store.quotaoverdraftがあります。

ONに設定すると、メッセージはディスクの使用量が制限容量を超過するまで配信されま
す。超過時には、メッセージが延期され (メッセージはMTAメッセージキューに保持さ
れるが、メッセージストアに配信されない)、制限容量超過警告メッセージがユーザーに
送信されて、猶予期間が開始されます。猶予期間は、制限容量超過メッセージがバウン
スされるまで、メールボックスが制限容量超過である期間を決定します。デフォルトで
は、メッセージストアがしきい値に達したときに、制限容量の警告メッセージが送信さ
れます。このパラメータのデフォルトは、Offです。
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自動メッセージ削除 (有効期限および消去)機能を設定す
るには

自動メッセージ削除機能 (有効期限切れおよび消去とも呼ばれる)を使用すると、管理者
が定義した一連の条件に基づいて、メッセージストアからメッセージが自動的に削除さ
れます。この機能によって、古いメッセージやサイズの大きいメッセージ、開封済みま
たは削除済みメッセージ、特定の Subject:行を持つメッセージなどを自動的に削除できま
す。次の削除条件が設定できます。

� フォルダ (メールボックス)別、ユーザー別、ドメイン別、メッセージストア全体、ま
たは特定のパーティション

� メールボックス内のメッセージ件数

� メールボックスの合計サイズ

� メールボックスでのメッセージの存続期間 (日数)
� メッセージのサイズと猶予期間 (サイズ超過のメッセージを消去する前にメッセージ
ストアに残しておく日数)

� メッセージのフラグが seenか deletedかどうか
� ヘッダー文字列

この機能は、メッセージの消去や消去を行う imexpireユーティリティーを使用して実行
します。メッセージ削除プロセスの詳細については、559ページの「メッセージストアに
よるメッセージの削除方法」を参照してください。

注 –サーバーによってメッセージは警告なしに削除されます。したがって、自動メッセー
ジ削除ポリシーについてユーザーに知らせておくことは重要です。メッセージが突然削
除されると、ユーザーや管理者は大変驚くことになるからです。

imexpireの動作方式
imexpireは、コマンド行から呼び出すか、imschedデーモンを使用して自動的に実行され
るようにスケジュールします。管理者は、store.expireruleというファイルに一連の有
効期限ルールを指定します。このファイルは、メッセージを削除する条件を指定しま
す。ルールの範囲に関連するディレクトリごとに、複数のファイルが存在する場合があ
ります。つまり、メッセージストア全体にグローバルに適用されるルールはあるディレ
クトリに置かれ、パーティションに適用されるルールは別のディレクトリ、ユーザーに
適用されるルールはさらに別のディレクトリに置かれる、というようになります。
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注 –グローバル有効期限ルールは、コンソールまたは configutilコマンドを使用して指定
することもできますが、store.expireruleを使用する方法をお勧めします。コンソール
または configutilを使用して多数のルールを作成すると、パフォーマンスの問題が発生
することがあります。

imexpireは、起動時にすべての有効期限ルールをロードします。デフォルトでは、
imexpireはパーティションごとに 1つのスレッドを作成します。各スレッドは割り当て
られたパーティションの下にあるユーザーフォルダのリストを通過し、その間にローカ
ル有効期限ルールをロードします。この有効期限機能により、各フォルダは有効期限
ルールに照らしてチェックされ、メッセージは必要に応じて消去されます。メール
ボックスディレクトリの内に store.expファイルが存在し、store.cleanupage設定パラ
メータで指定した期間を過ぎていたために消去されたり期限切れになっていたりする
メッセージがある場合は、消去機能によってメッセージハッシュディレクトリ内にある
メッセージファイルが完全に削除され、store.expファイルからUIDのレコードが削除さ
れます。

msg_svr_base/config/内の expire_exclude_listと呼ばれるファイルで、1行に 1つずつ
ユーザー IDを追加して、指定したユーザーを有効期限ルールから除外することもできま
す。

自動メッセージ削除機能を配備するには
メッセージの自動削除には 3つの手順が必要です。

1. 自動メッセージ削除ポリシーを定義します。どのメッセージを自動的に削除するか、
どのユーザー、フォルダ、ドメイン、およびパーティションのメッセージを自動的に
削除するか、およびサイズ、メッセージ存続期間、ヘッダーについて特定して削除条
件を定義します。削除するメッセージの範囲を定義します。詳細については、584
ページの「自動メッセージ削除ポリシーを定義するには」を参照してください。

2. imexpireルールを指定してこのポリシーを実装します。詳細については、585ページ
の「自動メッセージ削除ポリシーを実装するルールを設定するには」を参照してくだ
さい。

3. imexpireスケジュールを指定します。詳細については、593ページの「自動メッセー
ジ削除とログレベルをスケジュールするには」を参照してください。

自動メッセージ削除ポリシーを定義するには
削除条件を指定して独自の自動メッセージ削除ポリシーを定義します。imexpireを使用
すると、次の条件を使用する削除が可能になります。

メッセージの存続期間:X日間より存続期間が長いメッセージを自動的に削除します。属
性: messagedays。

メッセージの件数:X件を超えたフォルダ内のメッセージを自動的に削除します。属性:
messagecount。
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サイズ超過メッセージの存続期間:Xバイトを超えるメッセージをY日間の猶予期間後に
自動的に削除します。属性: messagesizeおよび messagesizedays。

開封済みおよび削除済みメッセージフラグ:「開封済み」または「削除済み」フラグが付
いているメッセージを自動的に削除します。これらの条件には、「and」または「or」が
設定できます。orに設定した場合、メッセージに開封済みまたは削除済みフラグが付い
ていると、ほかの条件にかかわらず自動削除されます。andに設定した場合、メッセージ
に付いている開封済みまたは削除済みフラグは、指定したほかの条件すべてを満たした
場合に設定されます。属性: seenおよび deleted。

メッセージのヘッダーフィールド:メッセージを削除する条件としてヘッダーおよび文字
列を指定できます。たとえば、「Subject:Work fromHome!」というヘッダーがある
メッセージをすべて削除できます。

メッセージのフォルダ:メッセージを削除するフォルダを指定できます。属性:
folderpattern

注 – imexpireを使用して、メッセージが開封されてからの期間に基づいてメッセージを削
除または保存することはできません。たとえば、200日経過しても読まれていない
メッセージを削除するという指定はできません。

自動メッセージ削除ポリシーの例
例 1: 1,000件を超えるメッセージが存在するフォルダ内の、存続期間が 365日のメッセー
ジをすべて削除します。

例 2:ドメイン siroe.com内の、存続期間が 180日を超えるメッセージを削除します。

例 3:「削除済み」のマークが付いているメッセージをすべて削除します。

例 4: sesta.com内の 1,000件を超えるメッセージが存在するフォルダから、「開封済み」
マークが付いていて、存続期間が 30日より長く、サイズが 100Kバイトより大きく、
X-spamというヘッダーが付いたメッセージを削除します。

自動メッセージ削除ポリシーを実装するルールを設定するには
前の節で定義した自動メッセージ削除ポリシーを実装するには、imexpireルールを設定
する必要があります。ルールを設定するには、ルールを store.expireruleファイルに追
加します。2つの store.expireruleグローバルルールの例を次に示します。

Rule1.regexp: 1

Rule1.folderpattern: user/.*/trash

Rule1.messagedays: 2

Rule2:regexp: 1

Rule2.folderpattern: user/.*

Rule2.messagedays: 14
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この例では、Rule 1でごみ箱フォルダ内のすべてのメッセージが 2日後に削除されること
を指定しています。Rule 2ではメッセージストアのすべてのメッセージが 14日後に削除
されることを指定しています。

この節には、次の項があります。

� 586ページの「有効期間ルールのガイドライン」
� 588ページの「imexpireルールをテキストモードで設定する」
� 589ページの「imexpireフォルダパターンを設定する」
� 590ページの「コンソールを使用して自動メッセージ削除グローバルルールを設定す
るには」

有効期間ルールのガイドライン

この節では、store.expireruleファイルルールのガイドラインを示します。

注 –以前のリリースのMessaging Serverでは、有効期限ルールは、configutilパラメータ
の store.expirerule.attributeで設定できました (『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「configutil Parameters」を参照)。このリリー
スでもこれは引き続き可能ですが、ヘッダーの制約を使用した有効期限ルール (特定の件
名でメッセージの有効期限が切れるなど)はサポートされません。いずれの場合でも、
store.expireruleを使用してすべての有効期限ルールを指定することをお勧めします。

� ルールは、store.expireruleというファイルに指定されます。

� 同一のルールで複数の有効期限条件が指定できます。(上記の例を参照。)
� ルールはメッセージストア全体に適用でき (グローバルルール)、パーティション、
ユーザー、フォルダごとにも適用できます。

� グローバルルールはmsg_svr_base/config/store.expireruleに保存されます。

注 –各グローバルルールがすべてのメールボックスについてチェックされるため、
指定するグローバルルールの数によっては、処理のオーバーヘッドが発生するこ
とがあります。このため、グローバルルールのファイルには、パーティション、
メールボックス、またはユーザーのルールを指定しないでください。一般に、こ
のファイルには必要最小限の有効期限ルールを指定するようにしてください。

� パーティションルールは store_root /partition/partition_name/store.expireruleに
保存されます。

� ユーザールールは、store_root/partition/partition_name/userid/store.expireruleに
ルールを指定するか、folderpatternルールを user/userid/.*となるように指定し
て作成できます。
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� フォルダルールは、
store_root/partition/partition_name/userid/folder/store.expireruleにルールを指定
するか、folderpatternルールを user/userid/folderとなるように指定して作成でき
ます。

� rule_nameを使用するグローバルでない複数のルール (ユーザー、フォルダ、パー
ティション)は、Messaging Server 6.2p4リリース以降でのみ実装されたことに注意
してください。

� 複数の有効期限ルールが同時に 1つのメールボックスに適用できます。メールボック
スに対する有効期限ポリシーは、グローバルルールとローカルルールで構成されま
す。ローカルルールは同一ディレクトリのメールボックスおよびそのサブフォルダの
すべてに適用されます。

� メールボックスに排他的なルールが指定されていないかぎり、imexpireによって、そ
のメールボックスに適用されているすべての有効期限ルールが結合されます (表 18–8
を参照)。その結果、ルールセットには、すべての適用可能なルールの中からもっと
も制約度の高い有効期限ポリシーが採用されます。たとえば、メッセージの最長存続
期間がルールXによって 10日間、ルールYによって 5日間と指定されている場合、結
合結果は 5日間となります。

表 18–8imexpire属性

属性 説明 (属性値)

exclusive ルールが排他的であるかどうかを指定します。exclusiveとして指定すると、指定したメー
ルボックスにこのルールのみが適用され、これ以外のルールはすべて無視されます。複数
の排他的なルールが存在する場合、最後にロードされた排他的なルールが使用されます。
たとえば、グローバルな排他的ルールおよびローカルな排他的ルールが指定された場合、
ローカルルールが使用されます。グローバルな排他的ルールが複数存在する場合、
configutilによって最後にリストされたグローバルルールが使用されます。(1/ 0)

folderpattern このルールによって影響を受けるフォルダを指定します。形式は user/で始まる必要があ
り、これはディレクトリ store_root/partition/*/を表します。図 18–4および表 18–9を参照
してください。(POSIX正規表現)

messagecount フォルダ内の最大メッセージ数です。この数を超える新しいメッセージが配信されると、
もっとも古いメッセージが消去されます。(整数)

foldersize 新しいメッセージが配信されたときにもっとも古いメッセージが消去される前のフォルダ
の最大サイズです。(バイトを表す整数)

messagedays メッセージが消去されるまでの存続日数です。(整数)

messagesize 消去のマークが付けられる前のメッセージの最大サイズです。(整数)

messagesizedays 猶予期間。指定されたサイズを超えたメッセージをフォルダに残さなければならない日数
です。(整数)
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表 18–8imexpire属性 (続き)
属性 説明 (属性値)

メッセージのヘッダー
フィールド

メッセージに削除のマークを付けるためのヘッダーフィールドと文字列を指定します。値
は大文字と小文字が区別されず、正規表現は認識されません。次に例を示します。
Rule1.Subject: Get Rich Now!

Expiresヘッダーや Expiry-Dateヘッダーについては、これらのヘッダーフィールドで指定さ
れた日付の値が messagedays属性よりも古い場合、imexpireによってそのメッセージは削
除されます。有効期限に関するヘッダーフィールドが複数指定された場合、もっとも古い
有効期限が使用されます。(文字列)。

regexp UNIX正規表現をルール作成において有効にします。(1または 0)。この属性を指定しない
と、IMAP表現が使用されます。

seen seenはメッセージのステータスフラグの 1つであり、ユーザーがメッセージを開いたとき
にシステムによって設定されます。seen属性が andに設定されている場合、メッセージが
開封済みであり、かつ、ほかの条件が満たされていればルールは適用されます。seen属性
が orに設定されている場合、メッセージが開封済みであるか、または、もう 1つの条件が
満たされていればルールは適用されます。(and/or)。

deleted deletedはメッセージのステータスフラグの 1つであり、ユーザーがメッセージを削除した
ときにシステムによって設定されます。属性 deletedが andに設定されている場合、
メッセージが削除済みであり、かつ、もう 1つの条件が満たされていればルールは適用さ
れます。deleted属性が orに設定されている場合、メッセージが開封済みであるか、また
は、もう 1つの条件が満たされていればルールは適用されます。(and/or)

imexpireルールをテキストモードで設定する

自動メッセージ削除ルールは、store.expireruleファイルにルールを指定することに
よって設定します。store.expireruleファイルは、1行につき 1つの有効期限条件を含み
ます。グローバルルール設定ファイル (msg_svr_base/data/store/store.expirerule)の有
効期限条件は、次の形式になっています。

rule_name.attribute : value

ユーザーまたはメールボックスのルール設定ファイルの有効期限ルールは、次の形式に
なっています。

attribute: value

例 18–1に、msg_svr_base /config/store.expireruleの一連のグローバル有効期限ルールを
示します。

Rule 1では、グローバル有効期限ポリシー (すべてのメッセージに適用されるポリシー)を
設定しています。設定内容は次のとおりです。

� UNIX正規表現をルール作成において有効にします。
� 100,000バイトよりも大きいメッセージを 3日後に削除します。
� ユーザーによって削除済みとされたメッセージを削除します。
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� 「Viagra Now!」または「XXXPorn!」という文字列が Subject:ヘッダーにあるメッセー
ジをすべて削除します。

� すべてのフォルダのメッセージ数を 1,000件までに制限します。1,000件を超えた場
合、フォルダ内でもっとも古いメッセージを削除して合計件数を 1,000以内に維持し
ます。

� 存続期間が 365日よりも長いメッセージをすべて削除します。

Rule 2では、ホストしているドメインが siroe.comのユーザーに対して自動メッセージ削
除ポリシーを設定しています。メールボックスサイズを 1Mバイトに制限し、削除済み
メッセージを削除し、存続期間が 14日より長いメッセージを削除します。

Rule 3では、ユーザー f.dostoevskiの inboxフォルダに対して自動メッセージ削除ポリ
シーを設定しています。「On-line Casino」という件名行のあるメッセージを削除しま
す。

例 18–1imexpireルールの例

Rule1.regexp: 1

Rule1.folderpattern: user/.*

Rule1.messagesize: 100000

Rule1.messagesizedays: 3

Rule1.deleted: or

Rule1.Subject: Vigara Now!

Rule1.Subject: XXX Porn!

Rule1.messagecount: 1000

Rule1.messagedays: 365

Rule2.regexp: 1

Rule2.folderpattern: user/.*@siroe.com/.*Rule2.exclusive: 1

Rule2.deleted: or

Rule2.messagedays: 14

Rule2.messagecount: 1000

Rule3.folderpattern: user/f.dostoevski/inboxRule3.Subject: *On-line Casino*

imexpireフォルダパターンを設定する

フォルダパターンは POSIX正規表現を使用して指定できます。このためには、imexpire

属性の regexを 1に設定します。この属性を指定しないと、IMAP表現が使用されます。
この形式は user/で始まり、そのあとにパターンが続きます。表 18–9に、各種フォルダ
のフォルダパターンを示します。
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表 18–9正規表現を使用した imexpireフォルダパターン

フォルダパターン 適用範囲

user/userid/.* useridのすべてのフォルダ内にあるすべてのメッセージに規則
を適用します。

user/userid/Sent useridのフォルダ Sent:内のメッセージに規則を適用します。

user/.* メッセージストア全体に規則を適用します。

user/.*/trash すべてのユーザーの trashフォルダに規則を適用します。

user/.*@siroe.com/.* ホストされたドメイン siroe.com:内のフォルダに規則を適用し
ます。

user/[^@]*/.* デフォルトドメイン内のフォルダに規則を適用します。

� コンソールを使用して自動メッセージ削除グローバルルールを設
定するには
グローバル有効期限ルールは、コンソールを使用して設定することもできますが、
store.expireruleを使用する方法をお勧めします。コンソールまたは configutilを使用
して多数のルールを作成すると、パフォーマンスの問題が発生することがあります。

次の操作で自動メッセージ削除のGUIを呼び出します。

メインコンソール ->サーバーグループ ->Messaging Server (開く) ->Messaging Serverコン
ソール ->設定タブ ->メッセージストア ->有効期限/消去 ->追加

このGUIの略図を図 18–4に示します。

1

自動メッセージ削除 (有効期限および消去)機能を設定するには

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月590



図 18–4自動メッセージ削除 (有効期限または消去) GUI -略図

新しいルールの名前を入力します。2
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メッセージを自動的に削除するフォルダを入力します。

詳細については、前述の 589ページの「imexpireフォルダパターンを設定する」を参照し
てください。

このルールが指定した条件と一致するフォルダに対する排他的なルールである場合は、
「排他」ボックスをクリックします。

このボックスにチェックマークを付けると、このルールが、指定したパターンに一致す
るほかのすべてのルールに優先します。「排他」チェックボックスの詳細については、
表 18–8を参照してください。

フォルダサイズに基づいてルールを作成するには、次を実行します。

� 「フォルダサイズの制限」チェックボックスにチェックマークを入れます。
「メッセージの件数」フィールドには、もっとも古いメッセージが削除されるまで
フォルダ内に保持されるメッセージの最大件数を指定します。「フォルダサイズ」
フィールドには、もっとも古いメッセージが削除されるまで保持されるフォルダの最
大サイズをバイト単位で指定します。

メッセージの存続期間に基づいてルールを作成するには、「メッセージ存続期間の制
約」チェックボックスにチェックマークを付けます。

「日数」フィールドで、メッセージがフォルダに保持される期間を日数で指定します。

メッセージサイズに基づいてルールを作成するには、以下を実行します。

� 「メッセージサイズの制約」チェックボックスにチェックマークを入れます。
「メッセージサイズの制限」フィールドに、フォルダで許可されるメッセージの最大
サイズを入力します。「猶予期間」フィールドに、サイズを超過したメッセージが
フォルダ内に保持される (削除されるまでの)期間を入力します。

「開封済み」または「削除済み」メッセージフラグが設定されているかどうかに基づい
てルールを作成するには、以下を実行します。

� 「メッセージフラグの制約」チェックボックスにチェックマークを入れます。

� 「開封済み:」フィールドでは、「および」を選択すると、メッセージが開封済みであ
り、かつ、もう 1つの条件を満たしている場合にルールを適用することを指定できま
す。「または」を選択すると、メッセージが開封済みであるか、または、もう 1つの
条件を満たしている場合にルールを適用することを指定できます。

� 「削除済み:」フィールドでは、「および」を選択すると、メッセージが削除済みであ
り、かつ、もう 1つの条件を満たしている場合にルールを適用することを指定できま
す。「または」を選択すると、メッセージが削除済みであるか、または、もう 1つの
条件を満たしている場合にルールを適用することを指定できます。

ヘッダーフィールドとその値に基づいてルールを作成するには、以下を実行します。

� 「ヘッダーの制約」チェックボックスにチェックマークを入れます。

� ヘッダーと値のリストを次の形式でコンマで区切って入力します。

3

4

5

6

7

8

9
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header1: value1, header2 : value2

次に例を示します。Subject: Work at Home!,From: virus@sesta.com

Expiresヘッダーや Expiry-Dateヘッダーで、日付の値が「メッセージの存続期間の制
約」よりも古い場合、メッセージは削除されます。有効期限に関するヘッダーフィー
ルドが複数指定された場合、もっとも古い有効期限が使用されます。(文字列)。

「了解」をクリックすると、新しいルールが自動メッセージ削除リストに追加されま
す。

自動メッセージ削除とログレベルをスケジュールするには
自動メッセージ削除は、imschedスケジューリングデーモンによってアクティブになりま
す。デフォルトでは、imschedは毎日 23:00に imexpireを呼び出し、メッセージは消去お
よび消去されます。このスケジュールは、configutilパラメータの
local.schedule.expire、local.schedule.purge、および store.cleanupageを設定すること
によってカスタマイズできます。表 18–10を参照してください。

有効期限および消去は、大きなメッセージストアでは完了するまでに時間のかかること
があるので、これらのプロセスの実行頻度は実験して決定することをお勧めします。た
とえば、有効期限および消去の 1サイクルに 10時間かかる場合、有効期限および消去の
デフォルトスケジュールを 1日に 1回とするわけにはいきません。有効期限と消去をスケ
ジュールするには、local.schedule.purgeを使用して消去のスケジュールを個別に指定
します。local.schedule.purgeが設定されていない場合、imexpireは有効期限を実行し
たあとに消去を実行します。

10
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表 18–10有効期限および消去 configutilログおよびスケジュールパラメータ

パラメータ 説明

local.schedule.expire imexpireを実行する間隔です。UNIXの crontabの書式を使用します。分時日
付月曜日

値は空白文字またはタブ文字で区切られ、値の範囲は、分は 0～ 59、時は 0
～ 23、日付は 1～ 31、月は 1～ 12、曜日は 0～ 6 (0 =日曜日)となります。各
時間フィールドには、アスタリスク (すべての取りうる値)、コンマ区切りの
値のリスト、またはハイフンで区切られた 2つの値による範囲を使用するこ
ともできます。日は、「日」と「曜日」の両方で指定できることに注意して
ください。ただし、このような発生回数は非常に少ないので、通常、両方で
指定することはありません。日と曜日の両方で指定した場合、その両方が必
須条件になります。たとえば、17日と火曜日を設定すると、両方の値が真で
あることが求められます。

実行間隔の例

1) imexpireを 12:30am、8:30am、4:30pmに実行する場合 30 0,8,16 * * *

/opt/SUNWmsgsr/lib/imexpire

2) imexpireを平日の朝 3:15amに実行する場合 15 3 * * 1-5

/opt/SUNWmsgsr/lib/imexpire

3) imexpire を毎週月曜日だけ実行する場合0 0 * * 1

/opt/SUNWmsgsr/lib/imexpire

デフォルト: 0 23 * * * /opt/SUNWmsgsr/lib/imexpire

local.schedule.purge purgeを実行する間隔です。UNIXの crontabの書式を使用します。分時日付
月曜日

デフォルト: 0 0,4,8,12,16,20 * * * /opt/SUNWmsgsr/lib/purge -num=5 (4時間ごと)

store.cleanupage purgeで完全に削除するまでの、有効期限が切れた、または消去された
メッセージの存続期間 (時間数)です。

デフォルト:なし

local.store.expire.loglevel ログのレベルを指定します。

1 = expireセッション全体の要約をログに記録します。

2 =有効期限が切れたメールボックスごとに 1メッセージをログに記録しま
す。

3 =有効期限が切れたメッセージごとに 1メッセージをログに記録します。

デフォルト: 1

コンソールを使用した場合の imexpireスケジュール

次の操作で自動メッセージ削除のGUIを呼び出します。
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メインコンソール ->サーバーグループ ->Messaging Server (開く) ->Messaging Serverコン
ソール ->設定タブ ->メッセージストア ->有効期限/消去

このコンソールページでは、有効期限ルールが上部に、有効期限および消去スケジュー
ルが下部に一覧表示されます。有効期限および消去をスケジュールするには、「有効期
限/消去スケジュール」のプルダウンメニューを使用して、有効期限と消去の両方の月、
日、曜日 (0 =日曜日)、時、分を設定します。

注 –日の値は、「日」と「曜日」の両方で設定できます。両方で設定した場合、両方が評
価されます。水曜日と 17日を設定した場合、消去および有効期限は、17日が水曜日にあ
たった場合にのみ実行されます。

imexpireログレベルを設定する
imexpireが完了すると、デフォルトのログファイルに要約が記録されます。有効期限を
コマンド行から呼び出す場合は、-v (詳細)および -d (デバッグ)の各オプションを使用し
て、詳細ステータスまたはデバッグメッセージを stderrに記録するように imexpireに指
示できます。imschedを使用して imexpireを呼び出す場合は、configutilパラメータの
local.store.expire.loglevelを 1、2、または 3に設定して各ログレベルを選択できま
す。Loglevel 1はデフォルトで、有効期限セッション全体の要約が記録されます。Loglevel
2では、有効期限切れのメールボックスごとに 1つのメッセージが記録されます。
Loglevel 3では、有効期限切れのメッセージごとに 1つのメッセージが記録されます。

メッセージの自動削除から指定されたユーザーを除外する
msg_svr_base /config/内の expire_exclude_listファイルで、1行に 1つずつユーザー ID
を追加して、指定したユーザーを有効期限ルールから除外できます。

メッセージストアのパーティションを構成する
メッセージストアパーティションとは、ディスクパーティション上の、メッセージスト
アを格納するための専用エリアです。メッセージストアパーティションはディスクパー
ティションと同じではありませんが、管理の便宜をはかるために、各メッセージストア
パーティション用に 1つのディスクパーティションと 1つのファイルシステムを使用する
ことをお勧めします。メッセージストアパーティションは、メッセージストアとして特
に指定されたディレクトリです。

デフォルトでは、ユーザーメールボックスは store_root/partition/ディレクトリに保存さ
れています (555ページの「メッセージストアのディレクトリレイアウト」を参照)。
partitionディレクトリは、単一または複数のパーティションを格納している論理的な
ディレクトリです。起動時には、partitionディレクトリに primaryパーティションと呼
ばれるサブパーティションが格納されています。

必要に応じて partitionディレクトリにパーティションを追加できます。たとえば、ユー
ザーを体系化するために 1つのディスクを分割する場合、以下のようになります。
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store_root/partition/mkting/
store_root/partition/eng/
store_root/partition/sales/

ディスクストレージに対する要求が高まるに従い、これらのパーティションを異なる物
理ディスクドライブにマッピングする必要が生じてくると考えられます。

どのディスクでもメールボックスの数を制限しなければなりません。メールボックスを
複数のディスクに分散させることにより、メッセージ配信時間を短縮することができま
す。ただし、必ずしも SMTPの受け入れ率が変更されるわけではありません。ディスク
ごとに割り当てるメールボックスの数は、ディスク容量や各ユーザーに割り当てられた
ディスク容量によって異なります。たとえば、ユーザーごとのディスク容量の割り当て
量が少ない場合は、ディスクごとに割り当てるメールボックスの数を多くできます。

メッセージストアに複数のディスクを必要とする場合、RAID (RedundantArray of
Inexpensive Disks)技術を使用すれば複数ディスクの管理を容易に行うことができます。
RAID技術によってデータを一連のディスクに分散させることができます。このとき
ディスクは単一の論理ボリュームとして表示されるので、ディスク管理が簡単になりま
す。また、冗長性を得るためにRAID技術を使用することもできます。つまり、障害復旧
用にストアを複製する目的で使用することができるわけです。

注 –ディスクアクセスを向上させるには、メッセージストアとメッセージキューを別の
ディスクに配置しておく必要があります。

パーティションを追加するには
パーティションを追加する場合、ディスク上でパーティションが保存されている場所の
絶対的な物理パスと、パーティションニックネームと呼ばれる論理名を指定します。

パーティションニックネームにより、物理パスに関係なくユーザーを論理的なパー
ティション名にマッピングさせることができます。ユーザーアカウントの設定時やユー
ザーのメッセージストアを指定するときに、パーティションニックネームを使用できま
す。名前の入力に使用するのは英数字で、アルファベットは小文字を使用してくださ
い。

パーティションを作成および管理するには、サーバーの実行に使用するユーザー IDが、
物理パスで指定した場所への書き込み権限を持っていなければなりません。

注 –パーティションを追加したら、構成情報を更新するためにサーバーをいったん停止し
てから再起動する必要があります。

コンソール

コンソールを使用してストアにパーティションを追加するには、以下の手順に従いま
す。
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� メッセージストアパーティションを追加するには

構成を行うMessaging Serverをコンソールから開きます。

「設定」タブをクリックして、左のペインの「メッセージストア」を選択します。

右のペインの「パーティション」タブをクリックします。

「追加」ボタンをクリックします。

パーティションニックネームを入力します。

これは指定したパーティションの論理名です。

パーティションのパスを入力します。

これは指定したパーティションの絶対パス名です。

これをデフォルトのメッセージストアパーティションに指定するには、「デフォルトの
パーティションにする」というラベルの付いた選択ボックスをクリックします。

注 –デフォルトのパーティションとは、ユーザーが作成されたときに、ユーザーエントリ
に mailMessageStore LDAP属性が指定されなかった場合に使用されるパーティションのこ
とです。デフォルトのパーティションが必要にならないように、すべてのユーザーエン
トリに mailMessageStore LDAP属性を指定してください。

「了解」をクリックしてこのパーティション構成エントリを送信し、ウィンドウを閉じ
ます。

「保存」をクリックして現在のパーティションリストを送信し保存します。

コマンド行

コマンド行でストアにパーティションを追加する場合は、以下のようになります。

configutil -o store.partition. nickname.path -v path

ここで、nicknameはパーティションの論理名、pathはパーティションが保存されている
場所の絶対パス名を示しています。

デフォルトのプライマリパーティションのパスは次のように指定します。

configutil -o store.partition.primary.path -v path

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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メールボックスを別のディスクパーティションに
移動するには
特に設定を変更しないかぎり、メールボックスは primaryパーティション内に作成されま
す。このパーティションの容量が一杯になると、メッセージを保存することができなく
なります。この問題には、次のような対応策があります。

� ユーザーのメールボックスのサイズを小さくする
� 容量管理ソフトウェアを使用している場合、別のディスクを追加する
� 別のパーティションを作成し (596ページの「パーティションを追加するには」)、
メールボックスを新しいパーティションに移動する

可能なかぎり、容量管理ソフトを使用して、システムにディスク容量を追加する方法を
お勧めします。これは、この方法がユーザーにとってもっとも透過性が高いからです。
ただし、次の手順に従って、メールボックスを別のパーティションに移動することもで
きます。

� メールボックスを別のディスクパーティションに移動するには

移行プロセス中は、ユーザーがメールボックスに接続していない状態にしてください。
このためには、ユーザーに通知を出して、メールボックスの移動作業を行う前にログオ
フし、作業期間中にログオンしないように指示します。または、ユーザーがログオフし
たあと、POP、IMAP、およびHTTPのサービスを使用できないように
mailAllowedServiceAccess属性を設定します。(『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4 SchemaReference』の「mailAllowedServiceAccess」を参照。)

注 –POP、IMAP、HTTPへのアクセスを許可しないように mailAllowedServiceAccessを設
定しても、ユーザーがすでにメールボックスに接続している場合に、その接続が切断さ
れることはありません。このため、メールボックスを移動する前に、すべての接続が切
断されていることを確認してください。

ユーザーのメールボックスを移動するには、次のコマンドを使用します。

mboxutil -r user/<userid>/INBOX user/< userid>/INBOX < partition_name>

次に例を示します。

mboxutil -r user/ofanning/INBOX user/ofanning/INBOX secondary

移動したユーザーの LDAPエントリで mailMessageStore属性を新しいパーティションの名
前に設定します。

次に例を示します。mailMessageStore: secondary

ユーザーにメッセージストアへの接続が再開されたことを通知します。必要に応じて、
POP、IMAP、およびHTTPサービスを使用できるように mailAllowedServiceAccess属性を
変更します。

1

2

3

4
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デフォルトのメッセージストアパーティション定
義の変更
デフォルトのパーティションとは、ユーザーが作成されたときに、ユーザーエントリに
mailMessageStore LDAP属性が指定されなかった場合に使用されるパーティションのこと
です。デフォルトのパーティションが必要にならないように、すべてのユーザーエント
リにユーザーのメッセージストアパーティションを指定する mailMessageStore LDAP属性
を指定してください。さらに、デフォルトのパーティションを負荷分散やその他の理由
で変更してはなりません。デフォルトのパーティションの定義に依存するユーザーが存
在する間に、デフォルトのパーティションを変更するのは無効であり危険です。

デフォルトのパーティションをどうしても変更する必要がある場合は、configutilパラ
メータの store.defaultpartitionでデフォルトの定義を変更する前に、古いデフォルト
のパーティションのすべてのユーザー (そのままになっていたユーザー)の
mailMessageStore属性が現在のパーティション (これはデフォルトでなくなる)に設定さ
れているようにしてください。

メッセージストアの保守手順を実行する
この節では、メッセージストアの保守タスクと回復タスクを実行するのに使用するユー
ティリティーについて説明します。サーバーから送信される警告のためのポストマス
ターメールを常に読む必要があります。また、サーバーの実行状況に関する情報を記録
したログファイルを監視する必要もあります。ログファイルの詳細については、第 21章
を参照してください。

この節では次の内容について説明します。

� 600ページの「メールボックスを管理するには」
� 606ページの「制限容量を監視するには」
� 607ページの「ディスク容量を監視するには」
� 607ページの「storedユーティリティーを使用する」
� 608ページの「同一メッセージのストレージが重複するためメッセージストアのサイ
ズを小さくする」

メッセージストアへの物理ディスクの追加
Messaging Serverメッセージストアには、特定のMessaging Serverインスタンス用のユー
ザーメールボックスが格納されています。メッセージストアのサイズは、メールボック
ス、フォルダ、およびログファイルの数が増えるに従って増大していきます。

システムにユーザーを追加していくに従い、ディスクストレージ要件も増えていきま
す。サーバーがサポートするユーザー数によって、メッセージストアに必要な物理
ディスクが 1つであるか、複数であるかが決まります。Messaging Serverでは、必要に応
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じてストアを追加できます。ストアを追加するための 1つの方法は、ストレージ機器を
使用することです。Messaging ServerでNetworkApplianceストレージ機器を設定する方法
については、『』を参照してください。

メールボックスを管理するには
この節では、メールボックスの管理および監視を行う次のユーティリティーについて説
明します。 mboxutil、hashdir、readership。

mboxutilユーティリティー
メールボックスの一般的な保守タスクを実行する場合は、mboxutilコマンドを使用しま
す。mboxutilで実行できるタスクは次のとおりです。

� メールボックスの一覧表示

� 孤立メールボックスおよび非アクティブメールボックスの一覧表示と削除

� メールボックスの作成

� メールボックスの名前変更

� パーティション間のメールボックスの移動

� 孤立したメールボックスおよび非アクティブのメールボックスの削除

� また、mboxutilコマンドを使用して制限容量に関する情報を表示することもできま
す。詳細については、606ページの「制限容量を監視するには」を参照してくださ
い。

注 – mboxutilプロセスを実行途中で強制終了しないでください。SIGKILL (kill -9)で強制
終了すると、各サーバーを再起動し、回復処理を行わなければならないことがありま
す。

表 18–11に、mboxutilコマンドの一覧を示します。構文や使用要件の詳細については、
『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してくださ
い。

表 18–11mboxutilオプション

オプション 説明

-a 廃止されました。すべてのユーザーの制限容量に関する情報の表示に使用しま
す。Use. imquotacheckを使用してください。

-cmailbox 指定したメールボックスを作成します。-fとともに使用できます。

メールボックスが 1つ存在していないと、次のメールボックスを作成できません。
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表 18–11mboxutilオプション (続き)
オプション 説明

-dmailbox 指定したメールボックスを削除します。

ユーザーをメッセージストアから削除するには、-dmailboxに次の値を使用しま
す。

user/userid/INBOX

たとえば、ユーザー johnをメッセージストアから削除するには、-d

user/john/INBOXを使用します。ユーザー johnのメールボックスの mmフォルダを
削除するには、 -d user/john/mm を使用します。

Delegated Administratorユーティリティーの commadmin user deleteコマンドまたは
DelegatedAdministratorコンソールを使用して LDAPディレクトリでユーザース
テータスを削除済みとマークすることによってユーザーを削除する方法を推奨し
ます。次に、commadmin user purge コマンドを使用して、指定された日数よりも長
い期間、削除済みとしてマークされていたユーザーを消去します。

前の段落の説明のようにDelegatedAdministratorユーティリティーを使用した場合
は、メールボックスを削除するために mboxutil -dコマンドを使用する必要はあり
ません。

-e メッセージストア内のすべての削除済みのメッセージを消去します。patternに一
致するすべての削除済みメールボックスを消去するために、このオプションを -p

patternオプションと使用することもできます。

-f file メールボックス名を保存するファイルを指定します。-fオプションを -c、-dまた
は -rオプションと使用できます。

ファイルには、mboxutilコマンドの実行対象になるメールボックスのリストが含
まれます。次にデータファイルのエントリの例を示します。

user/daphne/INBOXuser/daphne/projxuser/daphne/mm

-kmailbox cmd 廃止されました。指定したメールボックスをフォルダレベルでロックし、指定し
たコマンドを実行し、コマンドが完了したらメールボックスのロックを解除しま
す。

-l サーバーのすべてのメールボックスを一覧表示します。

異なる言語ローケル用にマルチバイトフォルダを作成する場合は、
msg_svr_base/sbin/bundles/encbylang.propertiesを編集して、適切な文字セット
を LANG環境変数に関連付けてください。
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表 18–11mboxutilオプション (続き)
オプション 説明

-o 孤立したアカウントをチェックします。このオプションは、現在のMessaging
Serverホスト内の Inboxで、対応するエントリが LDAPにないものを検索します。
たとえば、-oオプションは、所有者が LDAPから削除された、または別のサー
バーホストに移動された inboxを検索します。見つかった孤立アカウントのそれぞ
れに対し、mboxutilユーティリティーは標準出力に次のコマンドを書き込みま
す。

mboxutil-d user/userid/INBOX

-wが指定された場合は、書き込みません

-pMUTF7_IMAP_pattern -lオプションとともに使用した場合、名前がMUTF7_IMAP_patternと一致するメー
ルボックスのみが一覧表示されます。

名前がMUTF7_IMAP_patternに一致するメールボックスを削除または消去するため
に、このオプションを -dまたは -eオプションとともに使用することもできます。

IMAPワイルドカードを使用できます。このオプションは、IMAPM-UTF-7形式の
パターンを受け入れます。asciiでないメールボックスの検索にはこの方法を推奨
しません。asciiでないメールボックスの検索には、-Pオプションを使用します。

-P regexp 指定された POSIX正規表現に一致する名前のメールボックスのみが一覧表示され
ます。このオプションはローカル言語の regexpを受け入れます

-q domain 廃止されました。imquotacheck -d domainを使用します

-r oldname newname[ partition] メールボックスの名前をoldname (現在の名前)から newname (新規の名前)に変更し
ます。フォルダを別のパーティションに移動するには、partitionオプションに新し
いパーティションを指定します。ファイルを使用する場合は、-fフラグとともに使
用できます。

このオプションを使用してユーザー名を変更することができます。たとえば、
mboxutil -r user/user1/INBOX user/user2/INBOX では、user1 のすべてのメールと
メールボックスが user2に移動し、新しいメッセージは新しい INBOXに表示され
ます。user2がすでに存在している場合は、この操作は失敗します。

-Rmailbox まだ消去されていない削除済みメッセージを復元します。

メールボックスが消去または有効期限切れになると、削除済みメッセージの uidが
store.expファイルに保存されます。cleanupageを過ぎると、メッセージは imexpire
によって物理的に削除されます。expungeまたは expireを誤って発行した場合、こ
のオプションを使用して、imexpireで消去されていない削除済みメッセージを元
のメールボックスに復元できます。

-s -lオプションとともに使用すると、メールボックス名のみを表示します。その他
のデータは表示されません。
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表 18–11mboxutilオプション (続き)
オプション 説明

-t num 指定された日数 (num)内にアクセスされていないメールボックスを一覧表示しま
す。-tオプションは、孤立メールボックスを識別する -oオプションとともに使用
する必要があります。

したがって、-tオプションは、非アクティブメールボックス (前回アクセスした日
付に基づいて)を孤立メールボックス (LDAPディレクトリに対応するユーザーエン
トリがないメールボックス)とともに識別します。

孤立メールボックスおよび非アクティブメールボックスを識別 (一覧表示)するに
は、mboxutil -o -w file -t numを使用します。

それらの孤立メールボックスおよび非アクティブメールボックスを削除のために
マークするには、mboxutil -d -f fileを使用します。この fileは、前の -w fileで使用
したファイルと同じファイルにします。

この機能を使用するには、config変数の local.enablelastaccessを少なくとも -tオ
プションで指定した日数を有効にする必要があります。

-u user 廃止されました。すべてのユーザー情報の表示に使用します。imquotacheck -u

userを使用します

-w file -oオプションとともに使用します。-oオプション (孤立アカウントを識別する)に
よって生成されたメールボックス名をファイルに書き込みます。

-x -lオプションとともに使用すると、メールボックスのパスとアクセス制御が表示
されます。

注 – mboxutilコマンドでPOSIX正規表現を使用できます。

メールボックスのネーミングルール

メールボックス名は、次のフォーマットで指定します。user/userid/mailbox。ここで、
useridはメールボックスを所有するユーザー、mailboxはメールボックスの名前を表しま
す。ホストしているドメインでは、useridは uid@domainとなります。

たとえば次のコマンドでは、ユーザーIDが croweであるユーザーの、INBOXという名前の
メールボックスが作成されます。INBOXは、ユーザー croweに配信されたメール用のデ
フォルトのメールボックスとなります。

mboxutil -c user/crowe/INBOX

重要: INBOXという名前は、各ユーザーのデフォルトのメールボックス用に確保してある
名前です。INBOXは、大文字と小文字が区別されない唯一のフォルダ名です。ほかの
フォルダ名はすべて大文字と小文字が区別されます。
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例
全ユーザーの全メールボックスを一覧表示するには、次のように入力します。

mboxutil -l

すべてのメールボックスを、パスとACLの情報とともに一覧表示するには、次のように
入力します。

mboxutil -l -x

ユーザー daphneに対し、INBOXというデフォルトのメールボックスを作成するには、次
のように入力します。

mboxutil -c user/daphne/INBOX

ユーザー delilahに対し、projxという名前のメールフォルダを削除するには、次のよう
に入力します。

mboxutil -d user/delilah/projx

ユーザー druscillaについて、INBOXというデフォルトのメールボックスとすべてのメー
ルフォルダを削除するには、次のように入力します。

mboxutil -d user/druscilla/INBOX

ユーザー desdemonaの memosというメールフォルダの名前を、memos-aprilという名前に
変更するには、次のように入力します。

mboxutil -r user/desdemona/memos user/desdemona/memos-april

ユーザー dimitriaのメールアカウントを新しいパーティションに移動するには、次のよ
うに入力します。

mboxutil -r user/dimitria/INBOX user/dimitria/INBOX partition

この場合、partitionには新しいパーティションの名前を指定します。

ユーザー dimitriaのメールフォルダ personalを新しいパーティションに移動するには、
次のように入力します。

mboxutil -r user/dimitria/personal user/dimitria/personal partition

孤立アカウントを削除するには
孤立アカウント (対応するエントリが LDAPにないメールボックス)を検索するには、次
のコマンドを使用します。

mboxutil -o
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コマンド出力が次のように続きます。

mboxutil: Start checking for orphaned mailboxes

user/annie/INBOX

user/oliver/INBOX

mboxutil: Found 2 orphaned mailbox(es)

mboxutil: Done checking for orphaned mailboxes

次のコマンドで作成したファイルは、孤立メールボックスを削除するスクリプトファイ
ルにすることができます。この例では、ファイル名は orphans.cmdです。

mboxutil -o -w orphans.cmd

コマンド出力は次のとおりです。

mboxutil: Start checking for orphaned mailboxes

mboxutil: Found 2 orphaned mailbox(es)

mboxutil: Done checking for orphaned mailboxes

次のコマンドを使用して孤立したファイルを削除します。

mboxutil -d -f orphans.cmd

hashdirユーティリティー
メッセージストア内のメールボックスは、高速で検索できるようにハッシュ構造で保存
されています。したがって、特定のユーザーのメールボックスを格納するディレクトリ
を検索するには、hashdirユーティリティーを使用します。

このユーティリティーは、特定のアカウントのメッセージストアを含むディレクトリを
識別します。また、メッセージストアへの相対パス (d1/a7/など)をレポートします。こ
のパスは、ユーザー IDに基づくディレクトリの 1つ上のディレクトリレベルを基準にし
たものです。このユーティリティーによってパス情報が標準出力に送られます。

たとえば、ユーザー croweのメールボックスへの相対パスを検索する場合は次のようにな
ります。

hashdir crowe

readershipユーティリティー
readershipユーティリティーは、メールボックスの所有者以外に、何人のユーザーが共
有 IMAPフォルダ内のメッセージを読んだかを報告するユーティリティーです。

IMAPフォルダの所有者は、フォルダ内のメールを読む権限をほかのユーザーに与えるこ
とができます。ほかのユーザーにアクセス権が与えられたフォルダは、「共有フォル
ダ」と呼ばれます。管理者は readershipユーティリティーを使用して、所有者以外に何
人のユーザーが共有フォルダにアクセスしたかを表示することができます。
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このユーティリティーは、すべてのメールボックスをスキャンして、各共有フォルダに
つき 1行ずつ、アクセスしたユーザー数とメールボックスの名前を表示させます。ユー
ザー数とメールボックスの名前の間にはスペースが挿入されます。

アクセスしたユーザーとは、過去の指定した日数内に共有フォルダを選択した、個別の
認証を受けたユーザーのことです。自分の個人用メールボックスを読んだユーザーは、
数には含められません。個人用メールボックスは、フォルダの所有者以外に購読者がい
ない場合は報告されません。

たとえば次のコマンドでは、最近の 15日以内に共有の IMAPフォルダを選択したユー
ザーをすべてカウントします。

readership -d 15

制限容量を監視するには
imqutoacheckユーティリティーを使って、制限容量の使用状況と制限を監視します。この
ユーティリティーは、定義された制限容量を一覧表示し、制限容量の使用状況に関する
情報を提供するレポートを生成します。制限容量と使用状況に関する数値は、Kバイト
でレポートされます。また、このユーティリティーでメールボックスのサイズとユー
ザーに割り当てられた制限容量を比較することもできます。オプションとして、制限容
量に対し一定の割合を超えたユーザーに対し、電子メールによる通知を送信することが
できます。

注 – imquotacheckのいくつかの機能が変更されました。Messaging Server 6.xでは、
quotacheckユーティリティーが imquotacheckに替わりました。Messaging Server 5.xでは、
ユーザーのリストを取得するために quotacheckユーティリティーを使用すると、
quotacheckはローカル mboxlistデータベースを検索しました。この機能は、mboxutil

ユーティリティーの検索機能と重複します。

Messaging Server 6.xでは、この重複機能が imquotacheckユーティリティーから削除されま
した。imquotacheckでユーザーの検索を実行する場合、検索はローカルの mboxlistデー
タベースではなく、LDAPディレクトリに対して行われます。ローカル mboxlistデータ
ベースからユーザーのリストを取得するには、mboxutilユーティリティーを使用しま
す。

制限容量がルールファイルの最小しきい値を超えるすべてのユーザーの使用状況を一覧
表示するには、次のように入力します。

imquotacheck

ドメイン siroe.comの制限容量に関する情報を一覧表示します。

imquotacheck -d siroe.com

デフォルトのルールファイルにしたがって、すべてのユーザーに通知を送信するには、
次のように入力します。

メッセージストアの保守手順を実行する

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月606



imquotacheck -n

指定したルールファイルmyrulefileと指定したメールテンプレートファイルmytemplate.file
にしたがって、すべてのユーザーに通知を送信するには、次のように入力します (詳細に
ついては、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「imquotacheck」を参照)。

imquotacheck -n -r myrulefile -t mytemplate.file

ルールファイルを無視して、すべてのユーザーの使用状況を一覧表示するには、次のよ
うに入力します。

imquotacheck -i

user1のフォルダ使用状況別に一覧表示するには (ルールファイルを無視)、次のように入
力します。

imquotacheck -u user1 -e

ディスク容量を監視するには
システムがディスク容量やパーティションの使用状況を監視する頻度と、システムが警
告を送信する環境条件を指定することができます。詳細については、797ページ
の「ディスク容量を監視する」を参照してください。

storedユーティリティーを使用する
storedユーティリティーは、以下の監視タスクと保守タスクをサーバーに対して実行し
ます。

� バックグラウンドと日常のメッセージ処理タスク。

� デッドロックの検出とデッドロックしたデータベーストランザクションのロール
バック。

� 起動時の一時ファイルのクリーンアップ。

� 存続期間決定ポリシーの実装。

� サーバーの状態、ディスク容量、サービスへの応答時間などの定期的監視 (808ページ
の「stored」を参照)。

� 必要に応じた警告の生成。

� 必要に応じたデータベース回復 (630ページの「メッセージストアの起動と回復」を参
照)。

storedユーティリティーは毎日午後 11時に自動的にクリーンアップと (有効期限による)
失効の操作を行います。また、これ以外の時間にもクリーンアップと失効の操作を行う
ように選択することもできます。
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表 18–12に storedオプションの一部を示します。一般的な使用例についてはこの表に
従ってください。構文や使用要件の詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してください。

表 18–12storedオプション

オプション 説明

-d 廃止されました。storedを起動するには、start-msg storeを使用します。
start-msg storeは、デーモンとして実行され、システムチェックを実行し、ア
ラーム、デッドロック検出、およびデータベース修復をアクティブにします。

-t storedのステータスをチェックします。このコマンドのリターンコードが状態
を表します。

-v 詳細に出力します。

-v -v さらに詳細に出力します。

状態を出力するには、次のように入力します。

stored -t -v

自動的なクリーンアップと失効の操作の時間を変更する場合は、次のように configutil

ユーティリティーを使用します。

configutil -o store.expirestart -v 21

場合によっては、storedユーティリティーを再起動する必要があります (メールボックス
リストのデータベースが破損した場合など)。UNIX上で storedを再起動するには、コマ
ンド行で次のコマンドを使用します。

msg_svr_base/sbin/stop-msg store

msg_svr_base/sbin/start-msg store

サーバーのいずれかのデーモンがクラッシュした場合は、すべてのデーモンを停止さ
せ、storedを含むすべてのデーモンを再起動しなくてはなりません。

同一メッセージのストレージが重複するため
メッセージストアのサイズを小さくする
1つのメッセージが複数の受取人に送信されると、そのメッセージは各受取人のメール
ボックスに格納されます。一部のメッセージングシステムでは、同じメッセージのそれ
ぞれのコピーを各受取人のメールボックスに格納します。それに対して、Sun Java System
Messaging Serverでは、そのメッセージが格納されているメールボックスの数に関係な
く、メッセージのコピーを 1つだけ保持するよう努めます。このために、そのメッセー
ジが含まれているメールボックス内にそのメッセージへのハードリンクを作成します。
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ほかのメッセージングシステムが Sun JavaMessaging Serverに移行されると、移行プロセ
スによってメッセージの複数のメッセージコピーが作成されることがあります。
メッセージストアが大きい場合、大量のメッセージが不必要に重複することになりま
す。また、IMAP append操作やほかのソースからなど、通常のサーバー操作で同じ
メッセージの複数のコピーが蓄積される可能性もあります。

Messaging Serverには、余分のメッセージコピーを削除し、それらを 1つのコピーへの
ハードリンクに置き換える relinkerという新しいコマンドが用意されています。

Relinkerの動作方式
再リンク機能は、コマンド行モードでもリアルタイムモードでも実行できます。relinker
コマンドを実行すると、メッセージストアのパーティション全体がスキャンされ、MD5
メッセージダイジェストリポジトリがハードリンクとして作成または更新され、余分の
メッセージファイルが削除されて、必要なハードリンクが作成されます。

ダイジェストリポジトリは、メッセージストアに格納されているメッセージへのハード
リンクから構成されます。このリポジトリは、ディレクトリ階層 partition_path/=md5に
格納されます。このディレクトリは、ユーザーメールボックスの階層 partition_path /=user
に対応しています (図 18–1を参照)。ダイジェストリポジトリのメッセージは、そのMD5
ダイジェストによって一意に識別されます。たとえば、fredb/00/1.msgのダイジェストが
4F92E5673E091B43415FFFA05D2E47である場合、 partition/=user/hashdir/hashdir
/=fredb/00/1.msgは partition/=md5/
hashdir/hashdir/4F92E5673E091B43415FFFA05D2E47EA.msgにリンクされます。別のメール
ボックスに同じメッセージ (partition_path /=user/hashdir/hashdir/gregk/00/17.msgなど)があ
ると、そのメッセージもまた
partition_path/=md5/4F/92/4F92E5673E091B43415FFFA05D2E47EA.msgにハードリンクされ
ます。図 18–5はこのことを示しています。

図 18–5メッセージストアのダイジェストリポジトリ

このメッセージの場合、リンクカウントは 3になります。両方のメッセージが fredbおよ
び gregkというメールボックスから削除されると、リンクカウントは 1になり、メッセー
ジを消去できます。
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relinkerプロセスは、リアルタイムモードで実行しても同じように機能します。詳細につ
いては、611ページの「リアルタイムモードで relinkerを使用する」を参照してくださ
い。

コマンド行モードで relinkerを使用する
relinkerは、メッセージストアのパーティション全体をスキャンし、MD5メッセージリポ
ジトリをハードリンクとして作成または更新して、余分のメッセージファイルを削除し
ます。relinkerがストアパーティションをスキャンし終わると、再リンク前後の一意の
メッセージ数とパーティションのサイズに関する統計情報が出力されます。すでに
ハッシュされているストアを迅速に処理するために、relinkerは =md5にまだ存在しない
メッセージのダイジェストだけを計算します。また、ダイジェストリポジトリ全体を消
去することもできます (ユーザーメールボックスに影響しない場合)。

コマンドの構文は次のとおりです。

relinker [-p partitionname] [-d]

ここで、partitionnameは処理されるパーティション (デフォルト:すべてのパー
ティション)を示し、-dはダイジェストリポジトリが削除されること示します。出力例を
次に示します。

# relinker

Processing partition: primary

Scanning digest repository...

Processing user directories..............................

---------------------------------------------------------

Partition statistics Before After

---------------------------------------------------------

Total messages 4531898 4531898

Unique messages 4327531 3847029

Message digests in repository 0 3847029

Space used 99210Mb 90481Mb

Space savings from single-copy 3911Mb 12640Mb

---------------------------------------------------------

# relinker -d

Processing partition: primary

Purging digest repository...

---------------------------------------------------------

Partition statistics Before After

---------------------------------------------------------

Message digests in repository 3847029 0

---------------------------------------------------------

relinkerは、特にリポジトリにメッセージがまったく存在しない場合の最初の実行は、時
間がかかることがあります。これは、すべてのメッセージのダイジェストを計算しなけ
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ればならないためです (relinker条件がすべてのメッセージを含めるように設定されてい
る場合)。relinker条件の設定については、611ページの「relinkerを設定する」を参照して
ください。たとえば、100Gバイトのメッセージストアを処理するのに 6時間を要すると
します。ただし、実行時再リンクが有効になっている (611ページの「リアルタイムモー
ドで relinkerを使用する」を参照)場合は、relinkerコマンドを実行する必要はありませ
ん。

relinkerコマンド行モードが排他的に使用され、実行時オプションが有効でない場合
は、ダイジェストリポジトリ (=md5)を消去する必要があります。そうしないと、ストア
(=user)内に消去されたメッセージがダイジェストリポジトリ内にリンクを持ち続ける
(孤立する)ため、それらのディスク領域が解放されません。移行後などにストアの最適
化を 1回だけ行なっている場合は、relinkerを一度実行してから、relinker -dでリポジ
トリ全体を削除できます。移行中に消去を何度も行なった場合は、実行するたびに期限
切れや孤立したメッセージがリポジトリから消去されるので、relinkerコマンドを繰り
返し実行するだけで十分です。

異なるパーティションの各処理と並行して、relinkerの複数のインスタンスを実行してお
くと安全です (-pオプションを使用)。メッセージは同じパーティション内でのみ再リン
クされます。

リアルタイムモードで relinkerを使用する
リアルタイムモードで relinker機能を有効にするには、configutilパラメータの
local.store.relinker.enabledを yesに設定します。リアルタイムモードで relinkerを使
用すると、設定された relinker条件 (611ページの「relinkerを設定する」を参照)に一致す
る、配信された (または復元された、IMAPによって追加された、など)すべてメッセージ
のダイジェストが計算され、そのダイジェストがリポジトリにすでに存在するかどうか
が確認されます。ダイジェストが存在する場合は、メッセージの新しいコピーを作成す
る代わりに、そのダイジェストへのリンクが宛先メールボックスに作成されます。ダイ
ジェストが存在しない場合は、メッセージが作成され、あとでそのメッセージへのリン
クがリポジトリに追加されます。

storedは、各パーティションのダイジェストリポジトリをスキャンし、リンクカウント
が 1か、relinker条件に一致しないメッセージを消去します。スキャンは、設定可能な期
間内に一度に 1つのディレクトリで実行されます。これは、入出力負荷が均等に分散さ
れ、ほかのサーバー操作に著しい影響を及ぼさないようにするためです。デフォルトで
は、消去サイクルは 24時間です。これは、メッセージがストアから削除されるか、設定
可能な最長保存期間を過ぎたあとも、24時間までは存在するということを意味します。
このタスクは、relinkerのリアルタイムモードが有効になっている場合にのみ使用できま
す。

relinkerを設定する
表 18–13に、relinker条件を設定するためのパラメータを示します。
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表 18–13 relinkerの configutilパラメータ

パラメータ 説明

local.store.relinker.enabled appendコードと stored消去でのリアルタイムによるメッセージの再リンクを有
効にします。このオプションがオフになっている場合でも relinkerコマンド行
ツールを実行できますが、storedによってリポジトリが消去されないため、
relinker -dでこのタスクを実行する必要があります。このオプションをオンにす
ると、ディスク容量の節約と引き換えにメッセージ配信のパフォーマンスが低下
します。

デフォルト: no

local.store.relinker.maxage メッセージをリポジトリに保存しておく最長保存期間、または relinkerコマンド
行によって考慮されるメッセージの最長保存期間 (時間数)です。-1は保存期間に
制限がない、つまり孤立したメッセージのみがリポジトリから消去されることを
意味します。relinkerの場合は、保存期間に関係なく既存のメッセージが処理さ
れることを意味します。この値を小さくすると、リポジトリが小さい状態で保た
れるため、relinkerまたは storedによる消去の実行速度が上がり、ディスク領域
を速く回復できます。この値を大きくすると、長期間にわたって重複する
メッセージの再リンクを実行できます (ユーザーが数日違いで同じメッセージを
ストアにコピーしたり、数日間または数週間にわたって移行を行なったりする場
合など)。

デフォルト: 24

local.store.relinker.minsize 実行時またはコマンド行の relinkerによって考慮されるメッセージの最小サイズ
(Kバイト)です。ゼロ以外の値に設定すると、小さいリポジトリと引き換えに小
さいメッセージがもたらす relinkerのさまざまなメリットが受けられません。

デフォルト: 0

local.store.relinker.purgecycle storedによる消去サイクル全体のおおよその期間 (時間数)です。実際の期間は、
リポジトリ内の各ディレクトリのスキャンにかかる時間によって異なります。こ
の値が小さいと、入出力操作が増し、この値が大きいと、ディスク領域の回復が
遅くなります。0に設定すると、ディレクトリ間で途切れることなく、連続的に
消去が実行されます。-1に設定すると、storedによる消去が実行されません
(relinker -dコマンドを使用して消去を実行する必要がある)。

デフォルト: 24

メッセージストアのバックアップと復元を行う
メッセージストアのバックアップと復元は、もっとも一般的で重要な管理タスクです。
メッセージストアのすべてのメッセージとフォルダのバックアップを行います。
メッセージストアにバックアップと復元のポリシーを実装して、次のような問題が発生
した場合でも、データが失われないようにしておかなければなりません。

� システムのクラッシュ
� ハードウェア障害
� 過失によるメッセージまたはメールボックスの削除
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� システムの再インストール時またはアップグレード時の問題
� 天災 (地震、火事、台風など)
� ユーザーの移行

コマンド行ユーティリティーの imsbackupと imsrestoreを使用するか、Legato Networker™
が採用された統合ソリューションを使用してメッセージストアのバックアップと復元を
行うことができます。

Messaging Serverは、単一コピーによるバックアップ手順を提供しています。特定の
メッセージを格納するユーザーフォルダがいくつあるかにかかわらず、バックアップ時
には、メッセージファイルは最初に見つかったメッセージファイルを使用して 1度
バックアップされるだけです。2つ目のメッセージコピーは、1つ目のメッセージファイ
ルの名前へのリンクとしてバックアップされます。以降も同様です。 imsbackupは、
メッセージファイルのデバイスや inodeをインデックスとして使用してすべてのメッセー
ジのハッシュテーブルを保守します。ただし、この方法を採用する場合はデータの復元
時に注意が必要です。詳細については、618ページの「部分的な復元に関する考察」を参
照してください。

注 –メッセージストアのバックアップと復元は、すべてのメッセージファイルとディレク
トリをバックアップする方法でも行うことができます。詳細については、625ページ
の「メッセージストアの災害時のバックアップと復元」を参照してください。

この節では、次の項目に分けて説明しています。

� 613ページの「メールボックスバックアップポリシーの作成」
� 614ページの「バックアップグループを作成するには」
� 615ページの「Messaging Serverのバックアップと復元のユーティリティー」
� 618ページの「部分的な復元に関する考察」
� 618ページの「部分的な復元に関する考察」
� 620ページの「Legato Networkerを使用するには」
� 623ページの「サードパーティーのバックアップソフトウェア (Legato以外)を使用す
るには」

� 625ページの「メッセージストアの災害時のバックアップと復元」
� 624ページの「バックアップおよび復元の問題のトラブルシューティング」
� 625ページの「メッセージストアの災害時のバックアップと復元」

メールボックスバックアップポリシーの作成
バックアップポリシーは以下のようないくつかの要素に依存しています。

� 614ページの「ビジネス負荷のピーク」
� 614ページの「フルバックアップと増分バックアップ」
� 614ページの「同時バックアップと順次バックアップ」
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ビジネス負荷のピーク
システムのバックアップのスケジュールを設定する場合は、ビジネス負荷のピークを考
慮に入れる必要があります。システムのバックアップによってピーク時のシステム負荷
が減少することがあるからです。たとえば、バックアップは午前 2時など早朝 (深夜)の
時間帯にスケジュール設定するのが最善であると考えられます。

フルバックアップと増分バックアップ
増分バックアップ (616ページの「増分バックアップ」を参照)とは、ストアをスキャンし
て変更データを見つけ、変更分だけをバックアップする方法です。フルバックアップと
は、メッセージストア全体をバックアップすることです。システムが増分バックアップ
に対してどのくらいの頻度でフルバックアップを実行するのかを決定する必要がありま
す。増分バックアップを毎日の保守手順の中で実行し、フルバックアップを週に 1度実
行することをお勧めします。

同時バックアップと順次バックアップ
ユーザーのデータが複数のディスクに保存されている場合、必要に応じて複数のユー
ザーグループを同時にバックアップすることができます。システムリソースによって
は、同時バックアップによってバックアップ手順全体の処理速度を向上させることがで
きます。ただし、たとえばサーバーのパフォーマンスに影響を与えたくないような場
合、順次バックアップを実行することもあります。同時バックアップを行うか順次
バックアップを行うかは、システム負荷、ハードウェア構成、使用可能なテープドライ
ブの数など、多くの要素によって決まります。

バックアップグループを作成するには
バックアップグループは、正規表現で定義されたユーザーメールボックスの任意の集ま
りです。ユーザーメールボックスをバックアップグループに組織化することで、より柔
軟なバックアップ管理を定義することができます。

たとえば、3つのバックアップグループを作成し、第 1のグループにはA～ Lで始まる
ユーザー IDを、第 2のグループにはM～ Zで始まるユーザー IDのユーザーを、第 3のグ
ループには IDが数字で始まるユーザーを含めます。管理者はこれらのバックアップグ
ループを使用してメールボックスを同時にバックアップできます。または、ある日に一
部のグループのみバックアップし、別の日にほかのグループをバックアップすることも
できます。

バックアップグループについて注意すべき事項がいくつかあります。

1. バックアップグループはメールユーザーの任意の「仮想」グループです。これらは見
かけとは異なり、メッセージストアディレクトリに正確にはマッピングされません
(図 18–1)。

2. バックアップグループは、UNIX正規表現を使用して管理者によって定義されます。
3. 正規表現は、設定ファイルmsg_svr_base/config/backup-groups.confで定義されていま
す。
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4. バックアップグループが imsbackupおよび imsrestoreで参照された場合、次のパス形
式が使用されます。/partition_name/backup_group

backup-groups.confの形式は次のとおりです。

group_name=definition
group_name=definition
.

.

.

上記の例を使用して、次の 3つの定義によるバックアップグループを作成するとしま
す。

groupA=[a-l].*

groupB=[m,-z].*

groupC=[0-9].*

これで imsbackupおよび imsrestoreをいくつかのレベルでスコープすることができま
す。次のバックアップコマンドを使用してメッセージストア全体をバックアップおよび
復元することができます。

imsbackup -f device /

groupAの全ユーザー全メールボックスをバックアップするには、次のコマンドを使用し
ます。

imsbackup -f device /partition/groupA

デフォルトのパーティションは primaryです。

事前定義のバックアップグループ
Messaging Serverには backup-groups設定ファイルを作成しなくても使用することができ
る、事前定義のバックアップグループが含まれています。これは userという名前のグ
ループで、ここにはすべてのユーザーが含まれています。たとえば、次のコマンドで
primaryパーティションのすべてのユーザーがバックアップされます。

imsbackup -f backupfile /primary/user

Messaging Serverのバックアップと復元のユー
ティリティー
データのバックアップと復元のために、Messaging Serverでは imsbackupおよび
imsrestoreユーティリティーが提供されています。ただし、imsbackupおよび imsrestore

ユーティリティーは、Legato Networkerのような汎用目的ツールに見られる高度な機能は
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備えていません。たとえば、これらのユーティリティーでは、テープのオートチェン
ジャーに対するサポートは非常に限定されています。また、複数の同時実行デバイスに
単一のストアを書き込むことはできません。総合的なバックアップは、Legato Networker
などの一般化ツールのプラグインを使用して達成することができます。Legato Networker
の使用に関する詳細については、620ページの「Legato Networkerを使用するには」を参
照してください。

imsbackupユーティリティー
imsbackupユーティリティーを使用すると、選択したメッセージストアの内容を、シリア
ルデバイス (磁気テープ、UNIXパイプ、通常のファイルなど)に書き込むことができま
す。バックアップの全体または一部は、あとから imsrestoreユーティリティーを使って
回復できます。imsbackupの出力は、imsrestoreに受け渡すことができます。

次の例では、メッセージストア全体を /dev/rmt/0にバックアップします。

imsbackup -f /dev/rmt/0 /

次の例では、ユーザー ID joeのメールボックスが/dev/rmt/0にバックアップされます。

imsbackup -f /dev/rmt/0 /primary/user/joe

次の例では、バックアップグループ groupAに定義された全ユーザーの全メールボックス
が backupfileにバックアップされます (614ページの「バックアップグループを作成する
には」を参照)。

imsbackup -f- /primary/groupA > backupfile

増分バックアップ

次の例は、2004年 5月 1日の午後 1時 10分から現在までに保存されたメッセージを
バックアップします。デフォルトでは、日付に無関係にすべてのメッセージをバック
アップします。

imsbackup -d 20040501:13100

このコマンドはデフォルトのブロック係数である 20を使用します。imsbackupコマンド
の完全な構文に関する説明は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』を参照してください。

imsrestoreユーティリティー
バックアップデバイスからメッセージを復元するには、imsrestoreコマンドを使用して
ください。たとえば、次のコマンドは backupfileから user1のメッセージを復元しま
す。
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imsrestore -f backupfile /primary/user1

imsbackupコマンドの完全な構文に関する説明は、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』を参照してください。

バックアップ実行時の多数宛メールの除外
バックアップ操作の実行時には、バックアップから除外するメールボックスを指定でき
ます。重要でないメッセージが多数発生する多数宛またはごみのメールボックスを除外
して、バックアップセッションを合理化し、操作完了までの時間を短縮し、バック
アップデータの格納に必要なディスク容量を最小限にできます。

メールボックスを除外するには、configutilパラメータの local.store.backup.exclude

の値を指定します。

1つのメールボックス、または「%」文字で区切ったメールボックスのリストを指定でき
ます。「%」文字は、メールボックス名には使用できません。たとえば、次の値を指定で
きます。

Trash

Trash%Bulk Mail%Third Class Mail

最初の例では、フォルダ Trashが除外されます。2番目の例では、フォルダ Trash、Bulk

Mail、および Third Class Mailが除外されます。

バックアップユーティリティーは、local.store.backup.excludeパラメータに指定された
フォルダ以外のユーザーメールボックスのすべてのフォルダをバックアップします。

この機能は、Messaging Serverバックアップユーティリティー、Legato Networker、および
サードパーティー製のバックアップソフトウェアと使用できます。

local.store.backup.excludeの設定を無効にし、バックアップ操作時に完全な論理名を指
定して除外したメールボックスをバックアップできます。ごみ箱フォルダが除外された
とします。たとえば、次のように指定することにより、引き続きごみ箱をバックアップ
できます。

/primary/user/user1/trash

ただし、次のように指定すると、ごみ箱フォルダは除外されます。

/primary/user/user1

the Trash folder is excluded.
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部分的な復元に関する考察
部分的な復元は、メッセージストアの一部を復元するときにのみ行われます。完全な復
元は、メッセージストア全体を復元するときに行われます。メッセージストアでは単一
コピーによるメッセージシステムが使用されています。つまり、メッセージの 1つのコ
ピーのみが 1つのファイルとしてストアに保存されます。コピーされたメッセージのほ
かのインスタンス (メッセージが複数のメールボックスに送信される場合など)は、コ
ピーへのリンクとして保存されます。このため、メッセージを復元する場合には注意が
必要です。次に例を示します。

� 完全な復元:完全な復元では、リンクの付いたメッセージは、依然としてリンク先の
メッセージファイルと同じ inodeをポイントしています。

� 部分的なバックアップおよび復元:部分的なバックアップおよび部分的な復元では、
メッセージストアの単一コピーの特性は保持されないことがあります。

次の例では、部分的な復元が実行された場合に、複数のユーザーによって使用される
メッセージに発生する事柄を示します。以下のように、3人のユーザーA、B、Cに属す
る、まったく同じ 3つのメッセージが存在すると仮定してみてください。

A/INBOX/1

B/INBOX/1

C/INBOX/1

例 1:最初の例では、システムは部分的なバックアップと完全な復元を以下のように実行
します。

1. ユーザー BおよびCのメールボックスをバックアップします。
2. ユーザー BおよびCのメールボックスを削除します。
3. 手順 1のバックアップデータを復元します。

この例では、B/INBOX/1および C/INBOX/1には新しい inode番号が割り当てられ、
メッセージデータはディスク上の新しい場所に書き込まれます。メッセージは 1件だけ
復元されます。2件目のメッセージは最初のメッセージへのハードリンクです。

例 2:この例では、システムはフルバックアップと部分的な復元を以下のように実行しま
す。

1. フルバックアップを実行します。
2. ユーザーAのメールボックスを削除します。
3. ユーザーAのメールボックスを復元します。

A/INBOX/1には新しい inode番号が割り当てられます。

例 3:この例では、複数回の部分的な復元が必要となる可能性があります。

1. フルバックアップを実行します。
B/INBOX/1と C/INBOX/1は A/INBOX/1へのリンクとしてバックアップされます。

2. ユーザーAと Bのメールボックスを削除します。
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3. ユーザー Bのメールボックスを復元します。
復元ユーティリティーが、最初に A/INBOXを復元するよう管理者に要求します。

4. ユーザーAと Bのメールボックスを復元します。
5. ユーザーAのメールボックスを削除します (任意)。

注 –すべてのメッセージを部分的な復元で復元できるようにするためには、-iオプ
ションを付けて imsbackupコマンドを実行します。-iオプションは必要に応じて各
メッセージを複数回バックアップします。

ドライブやテープなど、バックアップデバイスが検索可能である場合、imsrestoreは
A/INBOX/1が格納されている位置を検索し、B/INBOX/1として復元します。UNIXパイ
プなど、バックアップデバイスが検索不能である場合、imsrestoreはオブジェクト ID
とリンクされているオブジェクトの IDをファイルに記録します。管理者は -rオプ
ションを使用して imsrestoreを再び呼び出し、欠落しているメッセージ参照を復元す
る必要があります。

増分バックアップされたメールボックスからのメッセージを復元
するには
増分バックアップされたメールボックスからメッセージを復元する際に、そのメール
ボックスがメッセージを復元するサーバーに存在する場合は、imesrestoreを実行するだ
けでメッセージを復元できます。ただし、増分バックアップされたメールボックスから
メッセージを復元する際に、そのメールボックスがすでに存在しない場合は、別の復元
手順に従う必要があります。

メッセージストアサーバーに存在しないメールボックスを復元するには、次の手順のい
ずれかを使用します。

� 復元操作時に、ユーザーへのメッセージの配信を停止します。このためには、LDAP
属性の mailDeliveryOptionに holdを設定します。

� mboxutil -cコマンドでメールボックスを作成してから、imesrestoreを使用します。

増分バックアップを復元するためにこれらの手順に従う必要がある理由は、次のとおり
です。メールボックスが削除または移行された場合、imsrestoreユーティリティーは
バックアップアーカイブに保存されたメールボックスの一意の ID有効期間および
メッセージの一意の ID (UID)を使用してメールボックスを再作成します。

以前は、imsrestoreは削除または移行されたメールボックスを再作成するときに、新し
いUID有効期間をメールボックスに、新しいUIDをメッセージに割り当てました。その
場合、キャッシュにメッセージが入っているクライアントはメールボックスのUID有効
期間およびメッセージのUIDの同期をとりなおす必要がありました。クライアントは、
新しいデータを再びダウンロードする必要があり、その結果、サーバーの作業負荷が増
大しました。

新しい imsrestoreの処理では、クライアントのキャッシュの同期は維持され、復元処理
は透過的に実行され、パフォーマンスに悪影響を及ぼすことはありません。
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メールボックスが存在する場合、imsrestoreは新しいUIDを復元されたメッセージに割
り当てるので、新しいUIDは既存のメッセージにすでに割り当てられているUIDと矛盾
しません。UIDの一貫性を保証するために、復元操作時に imsrestoreでメールボックス
をロックします。ただし、imsrestoreは、新しいUID値を割り当てる代わりに、バック
アップアーカイブからのメールボックスのUID有効期間とメッセージUIDを使用するよ
うになったため、増分バックアップおよび復元を実行するとUIDの一貫性が保てなくな
る場合があります。

imsbackupユーティリティーの -d日付オプションを使用して増分バックアップを実行す
る場合、復元操作を完了するために imsrestoreを複数回呼び出す必要がある場合があり
ます。増分バックアップを実行する場合、最後のフルバックアップとその後のすべての
増分バックアップを復元する必要があります。

復元操作間に新しいメッセージをメールボックスに配信できますが、この場合、
メッセージのUIDに矛盾が生じることがあります。UIDの矛盾が生じないようにするに
は、前述の手順のいずれかを実行する必要があります。

LegatoNetworkerを使用するには
Messaging Serverは、Legato Networkerのようなサードパーティー製のバックアップツール
へのインタフェースを提供する、バックアップAPIを装備しています。物理的な
メッセージストア構造とデータ形式は、バックアップAPIの中にカプセル化されていま
す。バックアップAPIはメッセージストアと直接対話します。さらに、バックアップ
サービスに対してメッセージストアの論理ビューを提示します。バックアップサービス
は、メッセージストアの概念表現を使用して、バックアップオブジェクトの保存や検索
を行います。

Messaging ServerはApplication SpecificModule (ASM)を提供しています。これは、Legato
Networkerの saveおよび recoverコマンドによって呼び出され、メッセージストアのデー
タのバックアップと復元を行います。さらにASMは、Messaging Serverの imsbackupおよ
び imsrestoreユーティリティーを呼び出します。

注 –この節では、Messaging Serverのメッセージストアで LegatoNetworkerを使用する方法
についての情報を提供します。Legato Networkerインタフェースについて理解するには、
Legatoのマニュアルを参照してください。

� LegatoNetworkerを使用してデータをバックアップするには

/usr/lib/nsr/imsasmから msg_srv_base/lib/msg/imsasmへのシンボリックリンクを作成し
ます。

Sunまたは Legatoから nsrfileバイナリのコピーを取得して、それを次のディレクトリに
コピーします。

/usr/bin/nsr

1

2
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これは、古いバージョンのNetworker (5.x)を使用している場合にのみ必須です。
Networker 6.0以上では、nsrfileは自動的に /usr/bin/nsrの下にインストールされます。

ユーザーをグループ別にバックアップする必要がある場合は、次の手順を実行します。

a. 614ページの「バックアップグループを作成するには」の説明に従って、バック
アップグループファイルを作成します。

b. 設定を確認するために、mkbackupdir.sh.を実行します。

mkbackupdir.shによって作成されたディレクトリ構造を確認してください。その構造
は、表 18–4に示されているようになっている必要があります。

backup-groups.confファイルを指定していないと、バックアッププロセスはすべての
ユーザーに対して、デフォルトのバックアップグループ ALLを使用します。

ディレクトリ /nsr/res/で、保存グループ用に resファイルを作成して、バックアップの
前に mkbackupdir.shスクリプトを呼び出します。表 18–4に示した例を参照してくださ
い。

注 – LegatoNetworkerの旧バージョンでは、保存設定の名前には最高 64文字まで使用でき
ます。このディレクトリ名とメールボックスの論理名を合わせたもの (たとえば
/primary/groupA/fred)が 64文字を超えた場合、mkbackupdir.sh -pを実行する必要があり
ます。このため、mkbackupdir.shの -pオプションの短いパス名を使用してください。た
とえば、次のコマンドでは /backupディレクトリの下にバックアップイメージが作成され
ます。

mkbackupdir.sh -p /backup

重要:バックアップディレクトリは、メッセージストアの所有者による書き込みが可能で
なければなりません (例: inetuser)。

表 18–6には、バックアップグループのディレクトリ構造の例が示されています。

/backup/primary/groupA/amy

/bob

/carly

/groupB/mary

/nancy

/zelda

/groupC/123go

/1bill

/354hut

3

4
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次の例に、resファイルのサンプルとして、/nsr/resディレクトリにある IMS.resという
名前のファイルを示します。

type: savepnpc;

precmd: "echo mkbackupdir started",

"/usr/siroe/server5/msg-siroe/bin/mkbackupdir.sh -p /backup";

pstcmd: "echo imsbackup Completed";

timeout: "12:00 pm";

ここまでの準備が完了したら、以下の手順に従って Legato Networkerインタフェースを実
行します。

必要に応じてMessaging Server保存グループを作成します。

a. nwadminを実行します。

b. Customize | Group | Createの順に選択します。

バックアップコマンドとして savepnpcを使用して、バックアップクライアントを作成し
ます。

a. mkbackupdirによって作成されるディレクトリに対して保存設定を行います。

単一セッションのバックアップには、/backupを使用します。

同時バックアップには、/backup/server/groupを使用します。

614ページの「バックアップグループを作成するには」の定義に従って groupがあらか
じめ作成されていることを確認します。

また、同時実行するバックアップセッションの数も設定する必要があります。

詳細については、620ページの「Legato Networkerを使用してデータをバックアップす
るには」を参照してください。

GroupControl | Startの順に選択して、バックアップ設定のテストを行います。
例: Networkerでバックアップクライアントを作成する

Networkerでバックアップクライアントを作成するには、nwadminから、Client | Client
Setup | Createの順に選択します。
Name: siroe

Group: IMS

Savesets:/backup/primary/groupA

/backup/secondary/groupB

/backup/tertiary/groupC

.

.

Backup Command:savepnpc

5

6

7

メッセージストアのバックアップと復元を行う

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月622



Parallelism: 4

LegatoNetworkerを使用したデータの復元
データの回復は、Legato Networkerの nwrecoverインタフェースまたは recoverコマンド
行ユーティリティーを使用して実行できます。次の例では、ユーザー a1の INBOXを回復
しています。

recover -a -f -s siroe /backup/siroe/groupA/a1/INBOX

次の例では、メッセージストア全体を回復しています。

recover -a -f -s siroe /backup/siroe

サードパーティーのバックアップソフトウェア
(Legato以外)を使用するには
Messaging Serverでは、コマンド行 imsbackupと Solstice Backup (Legato Networker)の 2つの
メッセージストアバックアップソリューションを提供しています。メッセージストア全
体をバックアップするために imbackupを単体で実行すると、大規模なメッセージストア
の場合、非常に長い時間がかかってしまう可能性があります。Legatoソリューションで
は、複数のバックアップデバイスでのバックアップセッションの同時実行をサポートし
ています。バックアップを同時実行することにより、バックアップ時間を大幅に短縮で
きます (毎時 25Gバイトのデータバックアップが達成できる)。

その他のサードパーティーのバックアップソフトウェア (Netbackupなど)を使用する場合
は、次の方法によってバックアップソフトウェアをMessaging Serverに統合します。

� サードパーティーのバックアップソフトウェア (Legato以外)を使
用するには

ユーザーをグループに分割し (614ページの「バックアップグループを作成するには」を
参照)、msg_svr_base/config/ディレクトリの下に backup-groups.confファイルを作成しま
す。

1
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注 –このバックアップソリューションは追加のディスク容量を必要とします。すべてのグ
ループを同時にバックアップするには、メッセージストアの 2倍のサイズのディスク容
量が必要になります。ディスク容量に余裕のない場合は、ユーザーを小規模なグループ
に分け、グループセット単位でバックアップしていきます。たとえば、group1～
group5、group6～ group10というようになります。バックアップ後、グループデータ
ファイルを削除します。

imsbackupを実行して、準備領域にあるファイルに各グループをバックアップします。

このためのコマンドは、imsbackup -f <device> /<instance>/<group> です。

複数の imsbackupプロセスを同時に実行することができます。次に例を示します。

# imsbackup -f- /primary/groupA > /bkdata/groupA &

# imsbackup -f- /primary/groupB > /bkdata/groupB &

. . .

imsbackupは大きなサイズのファイルをサポートしていないため、バックアップデータが
2Gバイトを超える場合は -f-オプションを使用して、データを stdoutに書き込み、
ファイルへ出力を受け渡します。

サードパーティー製のバックアップソフトウェアを使用して、準備領域 (上の例では
/bkdata)のグループデータファイルをバックアップします。

ユーザーを復元するには、ユーザーのグループファイル名を確認し、そのファイルを
テープから復元し、imsrestoreを使用してデータファイルからユーザーを復元します。

imsrestoreは大きなサイズのファイルをサポートしていません。データファイルが 2Gバ
イトより大きい場合は、次のコマンドを使用します。

# cat /bkdata/groupA | imsrestore -f- /primary/groupA/andy

バックアップおよび復元の問題のトラブルシュー
ティング
この節では、一般的なバックアップと復元の問題、およびその問題の解決策について説
明します。

� 問題: imsrestoreまたは imsasmを使用してフォルダまたは INBOXを復元すると、その
フォルダ内のすべてのメッセージが現在のフォルダに追加されます。その結果、その
フォルダにメッセージの複数のコピーが作成されます。

解決策: imsasmスクリプトで、imsrestoreの -iフラグが設定されていないことを確認
してください。

� 問題:メールフォルダに追加された新しいメッセージのみの増分バックアップを行お
うとしたが、フォルダ全体がバックアップされてしまいます。新しいメッセージのみ
をバックアップする方法はありますか。

2

3

4
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解決策: imsbackupの -d datetimeフラグを設定します。このようにすると、指定された
日時から現在までに保存されたメッセージがバックアップされます。デフォルトで
は、日付に無関係にすべてのメッセージがバックアップされます。

メッセージストアの災害時のバックアップと復元
災害とは、メッセージストア全体に壊滅的な障害の発生を意味します。つまり、
メッセージストアサーバー上のすべてのデータが失われた状態のことです。メッセージ
ストアの災害時の完全な復元では、失われた次のデータが復元されます。

� すべてのメッセージストアデータ。このデータは、612ページの「メッセージストア
のバックアップと復元を行う」に説明されている手順を使ってバックアップできま
す。ファイルシステムバックアップ方法を使用する場合は、次のデータを必ずバック
アップするようにします。

� すべてのメッセージストアパーティション
� msg_svr_base/data/store/mboxlistにあるメッセージストアデータベースファイル

msg_svr_base/data/store/dbdata/snapshotsにあるメッセージストアデータベースの
スナップショット。メッセージストアデータベースのスナップショットファイルの場
所はパラメータ local.store.snapshotpathで設定できます。ファイルシステムバック
アップを使用する場合は、これらのデータが復元されたあとで reconstruct -mを実行し
ます。

� すべての設定データ。次のデータがあります。

� msg_svr_base/data/configにあるローカル設定ファイル
� LDAPDirectory ServerにあるMessaging Serverの設定データ

ユーザーアクセスを監視する
Messaging Serverでは、imsconnutilコマンドが提供されます。このコマンドを使用して、
ユーザーの IMAP、POP、およびHTTPを介したメッセージストアアクセスを監視できま
す。また、ユーザーの最新のログインおよびログアウトを確認できます。このコマンド
は、メッセージストア単位で機能するものであり、メッセージストア全体に対しては機
能しません。

注 –適用される法律または条例に違反する使用、または顧客自身のポリシーまたは契約に
違反する使用の場合、この機能またはその他のMessaging Serverの機能を使ってユーザー
のメールを監視、読み取り、もしくはアクセスすると、不利益を引き起こす可能性があ
ります。

このコマンドを使用するにはシステムユーザー (デフォルト: inetuser)によるルートアク
セスが必要です。また、設定変数の local.imap.enableuserlist、
local.http.enableuserlist、local.enablelastaccessを 1に設定する必要があります。
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IMAPまたはWebメールクライアントを介して現在ログインしているユーザーを一覧表
示するには、次のコマンドを使用します。

# imsconnutil -c

メッセージストアのユーザーごとの最新の IMAP、POP、またはMessenger Expressによる
アクセス (ログインおよびログアウト)を一覧表示するには、次のコマンドを使用しま
す。

# imsconnutil -a

次のコマンドは 2つの処理を実行します。1)指定したユーザーが現在 IMAP、Messenger
Express、またはmshttpを介して接続しているクライアントからログインしているかどう
か判別する (一般に、POPユーザーの場合は常時接続でない場合があるので、この処理は
POPには機能しないことに注意)。2)ユーザーが最後にログインおよびログアウトした時
刻を一覧表示する。

# imsconnutil -c -a -u user_ID

ユーザーの一覧は、次のコマンドを使用して 1行につき 1ユーザーずつファイルで入力で
きます。

# imsconnutil -c -a -f filename

-sフラグを使用して、特定のサービス (imapまたは http)を指定することもできます。た
とえば、特定のユーザー IDが IMAPにログインしたかどうかを一覧表示するには、次の
コマンドを使用します。

# imsconnutil -c -s imap -u user_ID

imsconnutilの構文の詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「imsconnutil」を参照してください。

次に出力例を示します。

$ ./imsconnutil -a -u soroork

UID IMAP last access HTTP last access POP last access

=========================================================================

ed 08/Jul/2003:10:49:05 10/Jul/2003:14:55:52 ---NOT-RECORDED---

$ ./imsconnutil -c

IMAP

UID TIME AUTH TO FROM

===========================================================================

ed 17/Jun/2003:11:24:03 plain 172.58.73.45:193 129.157.12.73:2631

bil 17/Jun/2003:04:28:43 plain 172.58.73.45:193 129.158.16.34:2340

mia 17/Jun/2003:09:36:54 plain 172.58.73.45:193 192.18.184.103:3744
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jay 17/Jun/2003:05:38:46 plain 172.58.73.45:193 129.159.18.123:3687

pau 17/Jun/2003:12:23:28 plaintext 172.58.73.45:193 192.18.194.83:2943

ton 17/Jun/2003:05:38:46 plain 172.58.73.45:193 129.152.18.123:3688

ani 17/Jun/2003:12:26:40 plaintext 172.58.73.45:193 192.18.164.17:1767

ani 17/Jun/2003:12:25:17 plaintext 172.58.73.45:193 129.150.17.34:3117

jac 17/Jun/2003:12:26:32 plaintext 172.58.73.45:193 129.150.17.34:3119

ton 17/Jun/2003:12:25:32 plaintext 172.58.73.45:193 192.18.148.17:1764

===========================================================================

10 users were logged in to imap.

Feature is not enabled for http.

---------------------------------------------------------------------------

メッセージストアをトラブルシューティングする
この節では、障害に備えてメッセージストアを保守する際のガイドラインについて説明
します。また、メッセージストアが壊れたり、予期せずシャットダウンされた場合に使
用する、その他のメッセージストアの回復手順についても説明します。メッセージスト
ア回復の追加手順に関する節は、634ページの「メールボックスとメールボックスデータ
ベースの修復」の続きになります。

この節を読む前に、この章のこれまでの部分と、『Sun Java SystemMessaging Server
Administration Reference』のコマンド行ユーティリティーおよび configutilに関する章を
再度読まれますよう、強くお勧めします。この節では、以下の項目について説明しま
す。

� 627ページの「標準的なメッセージストアの監視手順」
� 638ページの「一般的な問題と解決策」
� 630ページの「メッセージストアの起動と回復」
� 634ページの「メールボックスとメールボックスデータベースの修復」

標準的なメッセージストアの監視手順
ここでは、メッセージストアの監視の標準的な手順の概要を説明します。ここで説明す
る手順は、メッセージストアの全般的なチェック、テスト、および標準的な保守を行う
場合に役立つものです。

その他の情報については、806ページの「メッセージストアを監視する」を参照してくだ
さい。

ハードウェアの容量のチェック
メッセージストアには、十分な追加のディスク容量とハードウェアリソースが必要で
す。メッセージストアがディスク容量とハードウェア容量の上限に近づくと、メッセー
ジストアに問題が発生することがあります。
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ディスクの空き容量の不足は、メールサーバーで発生する問題や故障のうち、特に頻繁
におきる原因の 1つです。メッセージストアへ書き込むとき、そのための容量が不足し
ていると、メールサーバーにエラーが発生します。さらに、利用可能なディスク容量が
一定のしきい値より少なくなると、メッセージ配信やログ記録などに関連する多数の問
題が発生します。storedプロセスのクリーンアップ機能が失敗し、削除されたメッセー
ジがメッセージストアから消去されていないと、ディスク容量が急激に不足することが
あります。

ディスク容量の監視の詳細については、607ページの「ディスク容量を監視するには」お
よび 806ページの「メッセージストアを監視する」を参照してください。

ログファイルのチェック
ログファイルをチェックして、メッセージストアプロセスが設定どおりに実行されてい
ることを確認します。Messaging Serverは、サポートしている主なプロトコルまたはサー
ビス (SMTP、IMAP、POP、およびHTTP)ごとに一連のログファイルを作成します。ログ
ファイルはコンソールを使用して表示するか、msg_svr_base/log/ディレクトリで表示で
きます。ログファイルは定期的に監視する必要があります。

ログ記録はサーバーパフォーマンスに影響することがあります。より詳細なログ記録を
指定するほど、一定期間にログファイルが多くのディスク容量を占有することになりま
す。効果的に定義する必要がありますが、現実的なログローテーション、有効期間、
サーバーのバックアップポリシーなどを考慮する必要があります。サーバーのログポリ
シーの定義の詳細は、第 21章を参照してください。

テレメトリを使用してユーザーの IMAP/POPセッションを
チェックする
Messaging Serverでは、テレメトリと呼ばれる機能が提供されており、ユーザーの
IMAP、POP、またはWebメールのセッション全体をファイルに取得できます。この機能
は、クライアント問題をデバッグするのに便利です。たとえば、メッセージアクセスク
ライアントが期待どおりに機能しないとユーザーが訴えた場合、この機能を使用してア
クセスクライアントとMessaging Server間の対話を記録することができます。

セッションの記録をとるには、次のディレクトリを作成します。

msg_svr_base/data/telemetry/ pop_or_imap/userid

Messaging Serverによって、セッションにつき 1ファイルがそのディレクトリに作成され
ます。出力例を次に示します。

LOGIN redb 2003/11/26 13:03:21

>0.017>1 OK User logged in

<0.047<2 XSERVERINFO MANAGEACCOUNTURL MANAGELISTSURL MANAGEFILTERSURL

>0.003>* XSERVERINFO MANAGEACCOUNTURL {67}

http://redb@cuisine.blue.planet.com:800/bin/user/admin/bin/enduser

MANAGELISTSURL NIL MANAGEFILTERSURL NIL
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2 OK Completed

<0.046<3 select "INBOX"

>0.236>* FLAGS (\Answered flagged draft deleted \Seen $MDNSent Junk)

* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered flag draft deleted \Seen $MDNSent Junk \*)]

* 1538 EXISTS

* 0 RECENT

* OK [UNSEEN 23]

* OK [UIDVALIDITY 1046219200]

* OK [UIDNEXT 1968]

3 OK [READ-WRITE] Completed

<0.045<4 UID fetch 1:* (FLAGS)

>0.117>* 1 FETCH (FLAGS (\Seen) UID 330)

* 2 FETCH (FLAGS (\Seen) UID 331)

* 3 FETCH (FLAGS (\Seen) UID 332)

* 4 FETCH (FLAGS (\Seen) UID 333)

* 5 FETCH (FLAGS (\Seen) UID 334)

<etc>

storedプロセスのチェック
stored機能は、存続期間決定ポリシーを実行したり、ディスクに保存されている
メッセージを消去して、メッセージデータベースのデッドロック操作やトランザク
ション操作などの、さまざまな重要なタスクを実行します。storedが実行を停止する
と、最終的にはMessaging Serverに問題が発生します。start-msgが実行されているとき
に storedが起動していないと、ほかのプロセスも起動しません。

� storedプロセスが実行中かどうかをチェックします。stored -t -vを実行します。

� store_root/mboxlist内に作成されたログファイルをチェックします。
� デフォルトログファイルのmsg_svr_base/log/default/default内の storedメッセージ
をチェックします。

� storedプロセスによって以下の機能のいずれかが試行された場合は、必ず次のファイ
ル (msg_svr_base/config/ディレクトリ内)のタイムスタンプが更新されることを確認
します。

表 18–14stored操作

stored操作 説明

stored.ckp データベースのチェックポイントが開始されたときに押されます。
約 1分ごとにスタンプが付けられます。

stored.lcu データベースログのクリーンアップごとに押されます。約 5分ごと
にタイムスタンプが付けられます。

stored.per ユーザー単位のデータベース書き込み時に押されます。タイムスタ
ンプは 1時間ごとに付けられます。

メッセージストアをトラブルシューティングする

第 18章 • メッセージストアを管理する 629



storedプロセスの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の 607ページの「storedユーティリティーを使用する」の章を
参照してください。

stored機能の監視の詳細については、806ページの「メッセージストアを監視する」を参
照してください。

データベースログファイルをチェックする
データベースログファイルは、sleepycatトランザクションのチェックポイントログ
ファイル(store_root/mboxlistディレクトリ内)を指します。ログファイルが蓄積される
と、データベースのチェックポイント設定は行われません。通常は、単一の期間内に、2
つまたは 3つのデータベースログファイルがあります。ログファイルがそれ以上ある場
合は、問題がある可能性があります。

ユーザーフォルダのチェック
ユーザーフォルダをチェックする場合は、以下のコマンドを実行します。reconstruct -r

-n (recursive no fix)。これにより、ユーザーフォルダおよびレポートのエラーを確認しま
す。reconstructコマンドの詳細については、634ページの「メールボックスとメール
ボックスデータベースの修復」を参照してください。

コアファイルのチェック
コアファイルは、プロセスが予期せず終了したときにのみ存在します。コアファイルを
確認することは、メッセージストアに問題がありそうなときは特に重要です。Solarisの
場合は、coreadmを使用して coreファイルの場所を設定します。

メッセージストアの起動と回復
メッセージストアのデータはメッセージ、インデックスデータ、およびメッセージスト
アデータベースで構成されています。このデータは堅固ですが、ごくまれにメッセージ
ストアのデータに関する問題がシステムに存在することがあります。このような問題は
デフォルトのログファイルに示され、ほとんどの場合は透過的に修正されます。ただ
し、reconstructユーティリティーを実行する必要があることを示すエラーメッセージが
ログファイルに表示される場合がまれにあります。また、最終手段として、メッセージ
は 612ページの「メッセージストアのバックアップと復元を行う」で説明されている
バックアップと復元のプロセスによって保護されます。この節では、storedの自動起動
および回復プロセスについて説明します。

メッセージストアでは、以前は管理者の職責であった多くの回復処理が自動化されてい
ます。これらの処理はメッセージストアデーモンの storedによって起動時に実行され、
必要に応じてデータベーススナップショットおよび自動高速復元が含まれます。stored

によってメッセージストアのデータベースが徹底的にチェックされ、問題が検出された
場合は自動的に修復されます。
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また、storedは、デフォルトのログにステータスメッセージを出力することで、データ
ベースのステータスの総合的な分析を提供し、メッセージストアに行われた修復および
メッセージストアを回復するために行われた自動試行について報告します。

自動起動と自動回復 -動作方式
storedデーモンは、ほかのメッセージストアプロセスが起動する前に起動します。この
デーモンによってメッセージストアデータベースは初期化され、必要に応じて回復処理
が行われます。メッセージストアデータベースは、フォルダ、容量制限、購読、および
メッセージフラグの情報を保持します。データベースはログ用とトランザクション用で
あるので、回復はすでに組み込まれています。また、一部のデータベース情報は、各
フォルダのインデックス領域に予備でコピーされています。

データベースは非常に堅固ですが、まれに壊れたとしても、ほとんどの場合は storedに
よって透過的に回復および修復されます。ただし、storedが再起動された場合は毎回、
デフォルトのログファイルをチェックして、ほかに管理操作が必要ないことを確認して
ください。データベースをさらに修復する必要がある場合は、ログファイルのステータ
スメッセージで reconstructを実行するように示されます。

メッセージストアデータベースを開く前に、storedはデータベースの完全性を分析し、
ステータスメッセージをwarningのカテゴリの下にあるデフォルトログに出力します。
メッセージには管理者にとって有用なものも、内部分析に使用されるコード化された
データで構成されるものもあります。storedによって問題が検出された場合は、データ
ベースの修復が試行され、再起動が試行されます。

データベースが開くと、storedは、ほかのサービスが起動することを合図します。自動
修復が失敗した場合、デフォルトログのメッセージで実行するべきアクションが示され
ます。詳細については、632ページの「reconstruct -mが必要であることを示すエラー
メッセージ」を参照してください。

以前のリリースでは、storedは非常に長い時間がかかる回復プロセスを開始することが
あり、storedが「スタック」したかのように見えることがありました。このタイプの長
い回復プロセスは取り除かれ、storedは最終的な状態を 1分以内に判断するようになり
ました。ただし、storedがスナップショットからの回復などの回復手段を採用する必要
がある場合、プロセスは数分かかる場合があります。

ほとんどの回復プロセスでは通常、終了後のデータベースは最新の状態になっていて、
ほかに必要な操作はありません。ただし、一部の回復プロセスでは、reconstruct -mを
実行してメッセージストアの冗長データを同期させる必要がある場合もあります。これ
もデフォルトログに示されます。したがって、起動後にデフォルトログを監視すること
は重要です。メッセージストアが通常どおり起動し、機能しているように見える場合で
も、reconstructなど、要求されている操作がある場合は実行することが重要です。

ログファイルを読むもう 1つの理由は、データベースに障害を引き起こした原因を確認
することです。storedは、システムでの問題の種類にかかわらずメッセージストアを回
復するように設計されていますが、データベース障害はより大きな問題が潜んでいるこ
との徴候である可能性があるので、原因を解明することをお勧めします。
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reconstruct -mが必要であることを示すエラーメッセージ

ここでは、reconstruct -mの実行が必要なエラーメッセージのタイプについて説明しま
す。

エラーメッセージでメールボックスエラーが示された場合は、reconstruct <mailbox>を
実行します。次に例を示します。

"Invalid cache data for msg 102 in mailbox user/joe/INBOX. Needs reconstruct"

"Mailbox corrupted, missing fixed headers: user/joe/INBOX"

"Mailbox corrupted, start_offset beyond EOF: user/joe/INBOX"

エラーメッセージでデータベースエラーが示された場合は、reconstruct -mを実行しま
す。次に例を示します。

"Removing extra database logs. Run reconstruct -m soon after startup to resync

redundant data"

"Recovering database from snapshot. Run reconstruct -m soon after startup to resync

redundant data"

データベーススナップショット

スナップショットは、データベースのホットバックアップであり、壊れたデータベース
を数分で透過的に回復するために storedで使用されます。これは、ほかの領域に保存さ
れた冗長情報に依存する reconstructを使用するよりもはるかに速い方法です。

メッセージストアのデータベーススナップショット -動作方式

データベースのスナップショット (mboxlistディレクトリ内)は自動的に作成されます。
デフォルトでは、24時間ごとに作成されます。デフォルトでは、スナップショットは
storeディレクトリのサブディレクトリにコピーされます。デフォルトでは、常時 5つの
スナップショットが保存されています。ライブデータベースが 1つ、スナップショット
が 3つ、データベース /削除済みコピーが 1つです。データベース /削除済みコピーはよ
り新しいものであり、mboxlistデータベースディレクトリの removedサブディレクトリに
入れられたデータベースの非常時用のコピーです。

現在のデータベースに障害があるために回復プロセスで削除することが決定されると、
storedがデータベースを removedディレクトリに移動します (可能な場合)。したがって、
必要に応じてそのデータベースを分析できるようになっています。

データの移動は、1週間に 1度だけ実行されます。データベースのコピーがすでに移動先
に存在する場合、storedはストアが起動するたびごとにはコピーを置き換えません。
removedディレクトリのデータが 1週間よりも古い場合にのみ置き換えます。これは、元
のデータベースが一連の起動によってあまりにも早く置き換えられないようにするため
です。
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メッセージストアのデータベーススナップショットの間隔と場所を指
定するには

データベースとスナップショットを組み合わせるには、5倍の容量が必要です。スナップ
ショットが別のディスク上で実行されるように再設定し、システムの要件に合わせるこ
とを強くお勧めします。

storedによって起動時にデータベースに関する問題が検出された場合は、最善のス
ナップショットが自動的に回復します。3つのスナップショット変数を使用して設定でき
るパラメータは、次のとおりです。スナップショットファイルの場所、スナップ
ショットの作成間隔、保存されるスナップショットの数。表 18–15に、これらの
configutilパラメータを示します。

スナップショットの間隔が短すぎると、システムに頻繁に負荷がかかるとともに、デー
タベースの問題がスナップショットとしてコピーされる可能性が高くなります。ス
ナップショットの間隔が長すぎると、データベースはスナップショットが作成された過
去の時点の状態を維持することになります。

スナップショット間隔は 1日にすることをお勧めします。1週間またはそれより長い間隔
のスナップショットは、システムで問題が数日間解消されない場合に、問題が存在する
前の状態に戻すのに便利です。

storedはデータベースの監視を実行し、データベースが完全でない可能性がある場合は
最新のスナップショットを拒否する高度な機能があります。代わりに最新のもっとも信
頼性の高いスナップショットを取り出します。1日前のスナップショットが取り出される
可能性があることにもかかわらず、システムはより新しい冗長データがある場合はその
データを使用して古いスナップショットデータを無効にします。

つまり、スナップショットの根本的な役割は、システムを最新の状態に近づけること
と、進行中のデータを再構築しようとするシステムのほかの部分の負担を軽減すること
です。

表 18–15メッセージストアデータベーススナップショットのパラメータ

パラメータ 説明

local.store.snapshotpath メッセージストアのデータベーススナップショットファイルの場所で
す。既存の絶対パスまたは storeディレクトリを基準とする相対パスの
いずれかになります。

デフォルト: dbdata/snapshots

local.store.snapshotinterval スナップショット間隔 (単位:分)です。有効な値: 1～ 46080

デフォルト: 1440 (1440分 = 1日)

local.store.snapshotdirs 保存される異なるスナップショットの数です。有効な値: 2～ 367

デフォルト: 3
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メールボックスとメールボックスデータベースの
修復
1つまたは複数のメールボックスが破損した場合、reconstructユーティリティーを使用
してメールボックスまたはメールボックスデータベースを再構築し、すべての矛盾を修
復することができます。

reconstructユーティリティーは、1つまたは複数のメールボックスまたはマスターメー
ルボックスファイルを再構築し、すべての矛盾を修復します。このユーティリティーを
使うと、メールストアにおけるほとんどすべてのデータ破損を回復することができま
す。詳細については、632ページの「reconstruct -mが必要であることを示すエラー
メッセージ」を参照してください。

表 18–16に、reconstructオプションの一覧を示します。構文や使用要件の詳細について
は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「reconstruct」
を参照してください。

表 18–16reconstructオプション

オプション 説明

-e 再構築の前に、store.expファイルを削除します。これは、ストア処理によって消去されなかった
削除済みメッセージの内部ストアレコードを除去します。-iまたは -eを使用するときに -fオプ
ションも使用すると役立ちます。これは、これらのオプションはフォルダが実際に再構築された場
合にのみ機能するからです。同様に、-nオプション (再構築ではなくチェックを実行する)を使用す
る場合は、-iおよび -eオプションは機能しません。

reconstructが破損を検出しない場合は、reconstruct -eは削除済みメッセージを復元しません。-f

は、再構築を強要します。

-i 再構築の前に、store.idxファイル長を 0に設定します。-iまたは -eを使用するときに -fオプション
も使用すると役立ちます。これは、これらのオプションはフォルダが実際に再構築された場合にの
み機能するからです。同様に、-nオプション (再構築ではなくチェックを実行する)を使用する場合
は、-iおよび -eオプションは機能しません。

-f reconstructに 1つまたは複数のメールボックスで修復を行うように強制します。

-l lright.dbを再構築します。

-m 整合性チェックを行い、必要に応じてメールボックスデータベースを修復します。このオプション
を使用すると、スプールエリアで見つかったすべてのメールボックスがチェックされ、必要に応じ
てメールボックスのデータベースエントリの追加または削除が行われます。データベースでエント
リの追加または削除が行われると、メッセージが標準出力ファイルに出力されます。つまり、
folder.db、quota.db、および lright.dbを修復します
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表 18–16reconstructオプション (続き)
オプション 説明

-n メールボックスの修復を実行せずに、メッセージストアだけをチェックします。メールボックス名
を指定せずに、-nオプションを単独で使用することはできません。メールボックス名を指定しない
場合、-nオプションは -rオプションとともに使用する必要があります。-rオプションは、-pオプ
ションと組み合わせることもできます。たとえば、次のコマンドはすべて有効です。

reconstruct -n user/dulcinea/INBOX

reconstruct -n -r

reconstruct -n -r -p primary

reconstruct -n -r user/dulcinea/

-o 廃止。mboxutil -oを参照してください。

-o -d filename 廃止。mboxutil -oを参照してください。

-p partition -pオプションを -mオプションとともに使用し、再構築の範囲を指定されたパーティションに制限
します。-pオプションを指定しない場合、reconstructはデフォルトですべてのパーティションを
再構築します。つまり、folder.dbおよび quota.dbを修復しますが、lright.dbは修復しません。こ
れは lright.dbを修復すると、メッセージストア内のすべてのユーザーに対してACLのスキャンを
実行する必要があるためです。これをすべてのパーティションに対して実行するのは効率的であり
ません。lright.dbを修復するには、reconstruct -lを実行します。

パーティション名を指定します。完全なパス名は使用しないでください。

-q 制限容量サブシステムの矛盾 (メールボックスの制限容量ルートが正しくない、または制限容量
ルートで誤った容量の使用状況がレポートされるなど)を修正します。-qオプションは、ほかの
サーバープロセスの実行中に実行できます。

-r [mailbox] 指定した 1つまたは複数のメールボックスのパーティションエリアを修復し、整合性をチェックし
ます。また、-rオプションは、指定したメールボックス内のすべてのサブメールボックスも修復し
ます。-rを指定してメールボックス引数を入力しなかった場合は、ユーザーパーティションディレ
クトリ内にあるすべてのメールボックスのスプールエリアが修復されます。

-u user -uオプションを -mオプションとともに使用し、再構築の範囲を指定されたユーザーに制限しま
す。-uオプションは、-pオプションとともに使用する必要があります。-uオプションを指定しな
い場合、reconstructはすべてのパーティションまたは -pオプションで指定されたパーティション
を再構築します。

ユーザー名を指定します。完全なパス名は使用しないでください。

メールボックスを再構築するには
メールボックスを再構築するには -rオプションを使用します。このオプションは以下の
場合に使用します。

� メールボックスにアクセスしたら、「システムI/Oエラーが発生しました」また
は「メールボックスのフォーマットが不正です」のどちらかのエラーが返された場
合。

� メールボックスにアクセスしたらサーバーがクラッシュした場合。
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� ファイルがスプールディレクトリに追加されたか、スプールディレクトリから削除さ
れた場合。

reconstruct -rは、最初に整合性チェックを行います。問題が検出された場合にのみ、
すべての整合性を報告し、再構築を行います。したがって、このリリースでは
reconstructユーティリティーのパフォーマンスが向上しています。

reconstructは、次の例で説明するように使用することができます。

ユーザー daphneに属するメールボックスのスプール領域を再構築するには、次のコマン
ドを使用します。

reconstruct -r user/daphne

メールボックスデータベースに一覧表示されたすべてのメールボックスのスプール領域
を再構築するには、次のように入力します。

reconstruct -r

ただし、このオプションは注意して使用してください。メールボックスデータベースに
一覧表示されたすべてのメールボックスのスプール領域を再構築する場合、メッセージ
ストアが大規模なため非常に長い時間を要する可能性があるからです。(637ページ
の「reconstructのパフォーマンス」を参照。)これよりも優れた障害復旧に対する手段
は、ストア用に複数のディスクを使用することでしょう。ディスクが 1つダウンしても
ストア全体がダウンすることはないからです。ディスクが破損した場合、次のように -p

オプションを使用してストアの一部分を再構築するだけですみます。

reconstruct -r -p subpartition

コマンド行の引数にリストされたメールボックスが primaryパーティションに存在する場
合のみそれらを再構築するには、次のように入力します。

reconstruct -p primary mbox1 mbox2 mbox3

primaryパーティションに存在するすべてのメールボックスを再構築する必要がある場合
は、以下のようになります。

reconstruct -r -p primary

整合性チェックを実行せずにフォルダを再構築する場合は、-fオプションを使用しま
す。たとえば、次のコマンドはユーザーフォルダ daphneの再構築を実行します。

reconstruct -f -r user/daphne

すべてのメールボックスを修正せずにチェックする場合は、以下のように -nオプション
を使用します。

reconstruct -r -n
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メールボックスのチェックと修復
高レベルの整合性チェックを行い、メールボックスデータベースを修復するには、次の
ように入力します。

reconstruct -m

整合性チェックを行い、プライマリパーティションを修復するには次のように入力しま
す。

reconstruct -p primary -m

注 – -pおよび -mフラグを指定して reconstructを実行しても、lright.dbは修復されません。
これは lright.dbを修復すると、メッセージストア内のすべてのユーザーに対してACLの
スキャンを実行する必要があるためです。これをすべてのパーティションに対して実行
するのは効率的でありません。lright.dbを修復するには、reconstruct -lを実行します。

整合性チェックを行い、johnという名前のユーザーのメールボックスを修復するには次
のように入力します。

reconstruct -p primary -u john -m

-mオプションは以下の場合に使用します。

� 1つまたは複数のディレクトリがストアスプール領域から削除されたため、メール
ボックスデータベースのエントリも削除する必要が生じた場合。

� 1つまたは複数のディレクトリがストアスプール領域に復元されたため、メール
ボックスデータベースのエントリも追加する必要が生じた場合。

� stored -dオプションによってデータベースの整合性を保つことができない場合。

stored -dオプションによってデータベースの整合性を保つことができない場合、次
の手順を順番に実行します。

� すべてのサーバーを停止します。

� store_root/mboxlist内のすべてのファイルを削除します。
� サーバープロセスを再起動します。

� reconstruct -mを実行して、スプール領域の内容から新しいメールボックスデータ
ベースを構築します。

reconstructのパフォーマンス
reconstructが処理を実行するのにかかる時間は、次に示すいくつかの要素によって異な
ります。

� 実行される処理と選択したオプションの種類
� ディスクパフォーマンス
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� reconstruct -m実行時のフォルダの数
� reconstruct -r実行時のメッセージの数
� メッセージストアの全体サイズ
� システムが実行するほかのプロセスとシステムのビジー状態
� 実行中の POP、IMAP、HTTP、または SMTPアクティビティーが存在するかどうか

reconstruct -rオプションにより、最初の整合性チェックが実行されます。この
チェックでは、再構築の必要なフォルダの数に応じて reconstructのパフォーマンスが向
上します。

ユーザー数が約 2400、メッセージストアが 85Gバイトで、POP、IMAP、または SMTPア
クティビティーが同時にサーバーで実行されているシステムでは、次のパフォーマンス
が得られました。

� reconstruct -mに要した時間は約 1時間
� reconstruct -r -fに要した時間は約 18時間

注 – reconstructの操作にかかる時間は、サーバーでPOP、IMAP、HTTP、または SMTP
アクティビティーが実行されていない場合、大幅に減少します。

一般的な問題と解決策
この節では、以下のようなメッセージストアの一般的な問題と解決策の一覧を示しま
す。

� 638ページの「Messenger ExpressまたはCommunications Expressがメールページを読み
込まない」

� 638ページの「ワイルドカードパターンを使用したコマンドが機能しない」
� 639ページの「不明または無効なパーティション」
� 639ページの「ユーザーメールボックスディレクトリに関する問題」

Messenger ExpressまたはCommunications Expressがメールページ
を読み込まない
ユーザーがMessenger ExpressページまたはCommunications Expressメールページを読み込
めない場合は、圧縮後にデータが破損している可能性があります。これは、古いプロキ
シサーバーがシステムに配備されている場合に発生することがあります。この問題を解
決するには、local.service.http.gzip.staticおよび local.service.http.gzip.dynamic

を 0に設定して、データ圧縮を無効にしてください。これで問題が解決したら、プロキ
シサーバーを更新することができます。

ワイルドカードパターンを使用したコマンドが機能しない
UNIXシェルには、ワイルドカードパターンを引用符で囲む必要があるものとその必要の
ないものがあります。たとえば、Cシェルはワイルドカード (*、?)を含む引数をファイル

メッセージストアをトラブルシューティングする
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として展開しようとするため、一致するものがない場合は失敗します。これらのパター
ンマッチング引数は、mboxutilのようなコマンドに渡すためには引用符で囲む必要があ
ります。

次に例を示します。

mboxutil -l -p user/usr44*

これは Bourneシェルで機能しますが、tschやCシェルでは失敗します。これらのシェル
には次のコマンドが必要です。

mboxutil -l -p "user/usr44*"

ワイルドカードパターンを使用したコマンドが機能しない場合は、そのシェルではワイ
ルドカードを引用符で囲む必要があるかどうかを確認してください。

不明または無効なパーティション
ユーザーのメールボックスが作成したばかりの新しいパーティションに移動され、
Messaging Serverが更新または再起動されていない場合、Messenger Expressで「パー
ティションが不明または無効です」というメッセージが表示されることがあります。こ
の問題は新しいパーティションでのみ発生します。この新しいパーティションにユー
ザーメールボックスを新しく追加する場合、Messaging Serverの更新または再起動を行う
必要はありません。

ユーザーメールボックスディレクトリに関する問題
ユーザーメールボックスに関する問題が発生するのは、メッセージストアの損傷が少数
のユーザーに限られていて、システム全体に対する損傷がないときです。ユーザーメー
ルボックスのディレクトリに関する問題を識別、分析、および解決する際は、次のガイ
ドラインを参考にしてください。

1. ログファイル、エラーメッセージ、またはユーザーが見た異常な動作を確認します。
2. デバッグ情報と履歴を保存しておくには、store_root/mboxlist/ユーザーディレクトリ
全体を、メッセージストア外部の別の場所にコピーします。

3. 問題の原因になっている可能性のあるユーザーフォルダを見つけるには、reconstruct

-r -nコマンドを実行します。reconstructを使用しても問題のあるフォルダが見つか
らない場合は、該当のフォルダが folder.db内にない可能性があります。

reconstruct -r -nコマンドを使用してもフォルダが見つからない場合は、hashdirコ
マンドを使用して場所を確認します。hashdirの詳細については、605ページ
の「hashdirユーティリティー」および、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』のMessaging Serverコマンド行ユーティリティーの章の
hashdirユーティリティーを参照してください。

4. ファイルが見つかったら、ファイルを調べ、権限をチェックし、適切なファイルのサ
イズを確認します。

5. reconstruct -r (-nオプションは付けない)を使用して、メールボックスを再構築しま
す。

メッセージストアをトラブルシューティングする
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6. reconstructで問題が検出されない場合は、reconstruct -r -fコマンドを使用して、
メールフォルダを強制的に再構築することができます。

7. フォルダが mboxlistディレクトリ (store_root/mboxlist)内にはなく、partitionディレ
クトリ (store_root/partition)にある場合は、全体的な矛盾がある可能性があります。
この場合は、reconstruct -mコマンドを実行する必要があります。

8. 上記の手順が機能しない場合は、store.idxファイルを削除してから、再度
reconstructコマンドを実行してください。

注意 –問題のあるファイルが reconstructでは見つからないファイルであることがわ
かっている場合は、store.idxファイルだけを削除してください。

9. 原因が問題を起こすメッセージに限られている場合は、メッセージファイルを
メッセージストアの外側の別の場所にコピーしてから、mailbox/ディレクトリ上で
reconstruct -rコマンドを実行する必要があります。

10.フォルダがディスク (store_root/partition/ディレクトリ)上にあっても、明らかに
データベース (store_root/mboxlist/ディレクトリ)内にはないことがわかった場合は、
reconstruct -mコマンドを実行してメッセージストアの整合性をチェックします。

reconstructコマンドの詳細については、634ページの「メールボックスとメールボック
スデータベースの修復」を参照してください。

storeデーモンが起動しない
storedが起動せずに次のエラーメッセージが表示される場合があります。

# msg_svr_base/sbin/start-msg

msg_svr_base: Starting STORE daemon ...Fatal error: Cannot

find group in name service

上記のメッセージは、local.servergidに設定されたUNIXグループが見つからないこと
を示しています。Storedなどは、gidをグループに設定する必要があります。
local.servergidによって定義されたグループが誤って削除されることがあります。この
場合は、削除されたグループを作成し、inetuserをグループに追加し、instance_rootの所
有権とそのファイルを inetuserとグループに変更します。

新しいシステムへのメールボックスの移行または移動
あるメッセージングサーバーシステムから別のメッセージングサーバーシステムに、既
存のメールボックスを移動しなければならない場合があります。これは通常、次のよう
な状況で発生します。

� Sun以外のメッセージングサーバーから Sun Java SystemMessaging Serverに移行する
� ある物理サーバーから別の物理サーバーにメールボックスを移動する

新しいシステムへのメールボックスの移行または移動
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Messaging Serverでは、別のシステムにメールボックスを移動するための方法がいくつか
用意されています。各方法には、利点と欠点があります。これらの方法については、
84ページの「ユーザーメールボックスの移行」を参照してください。

新しいシステムへのメールボックスの移行または移動
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セキュリティーとアクセス制御を設定す
る

Messaging Serverは、広範囲にわたる柔軟なセキュリティー機能をサポートします。これ
らの機能を使用して、メッセージが横取りされないようにしたり、侵入者がユーザーや
管理者になりすますことを防いだり、メッセージングシステム内の特定部分へのアクセ
スを特定のユーザーだけに許可したりできます。

Messaging Serverのセキュリティーアーキテクチャーは、Sun Java Systemサーバー全体のセ
キュリティーアーキテクチャーの一部です。このアーキテクチャーは、最大の相互運用
性と一貫性を実現するために業界標準と公開プロトコルに基づいて構築されています。
そのため、Messaging Serverのセキュリティーポリシーを実装するには、この章だけでな
くほかのドキュメントも参照する必要があります。特に SunONE Server Console 5.2 Server
Management Guideには、Messaging Serverのセキュリティーを設定するために必要な情報
が記載されています。

この章には、次の節があります。

� 644ページの「サーバーのセキュリティーについて」
� 645ページの「HTTPのセキュリティーについて」
� 645ページの「認証メカニズムを構成する」
� 650ページの「ユーザーパスワードログイン」
� 651ページの「暗号化と証明書に基づく認証を構成する」
� 663ページの「Messaging Serverへの管理者アクセスを構成する」
� 665ページの「POP、IMAP、およびHTTPサービスへのクライアントアクセスを構成
する」

� 676ページの「POPbefore SMTPを有効にする」
� 679ページの「SMTPサービスへのクライアントアクセスを構成する」

19第 1 9 章
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サーバーのセキュリティーについて
サーバーのセキュリティーには広範囲にわたる説明が含まれます。ほとんどの企業で
は、承認されたユーザーだけがサーバーにアクセスできること、パスワードや識別情報
が安全なこと、ほかのユーザーになりすました通信ができないこと、必要に応じて通信
の機密性を確保できることなどがすべてメッセージングシステムの重要な要件になりま
す。

サーバーのセキュリティーはさまざまな方法で攻撃される可能性があるため、さまざま
な方法でセキュリティーを強化します。この章では、暗号化、認証、アクセス制御の設
定に重点を置きます。この章で説明するMessaging Serverのセキュリティー関連の内容
は、次のとおりです。

� ユーザー IDとパスワードログイン:ユーザーは、IMAP、POP、HTTP、または SMTP
にログインするためにユーザー IDとパスワードを入力する必要があります。また、
メッセージの受取人に差出人の認証情報を送信するには、SMTPパスワードログイン
を使用する必要があります。

� 暗号化と認証:TLSプロトコルおよび SSLプロトコルを使用して通信を暗号化し、クラ
イアントを認証するようにサーバーを設定します。

� 管理者によるアクセス制御:コンソールのアクセス制御機能を使って、Messaging
Serverへのアクセス権や個別のタスクを委任します。

� TCPクライアントアクセス制御:フィルタリング技術を使用して、サーバーの POP、
IMAP、HTTP、および認証済み SMTPサービスに接続できるクライアントを制御しま
す。

この章では、Messaging Serverに関連するすべてのセキュリティーとアクセスの問題につ
いて説明するわけではありません。この章で説明していないセキュリティー関連の項目
として、次のものがあります。

� 物理的なセキュリティー:サーバーマシンを物理的に保護しないと、ソフトウェアの
セキュリティーは意味を持たない場合があります。

� メッセージストアへのアクセス:Messaging Serverに対して、複数のメッセージストア
管理者を定義できます。これらの管理者は、メールボックスの表示と監視を行なった
り、メールボックスへのアクセスを制御したりできます。詳細は、第 18章を参照し
てください。

� エンドユーザーアカウントの設定:エンドユーザーアカウント情報は、主にDelegated
Administrator製品を使って管理できます (Sun LDAP Schema 1の場合のみ有効)。また、
コンソールのインタフェースを使ってエンドユーザーアカウントを管理することもで
きます。

� 不特定多数宛メール (UBE)のフィルタリング:第 17章を参照してください。
� S/MIME (SecureMultipurpose InternetMail Extensions)については、第 20章を参照してく
ださい。

セキュリティーに関するさまざまな説明を含んだ数多くのマニュアルがあります。この
章に記載した内容の背景情報や、その他のセキュリティー関連情報については、文書
Webサイト (http://docs.sun.com)を参照してください。

サーバーのセキュリティーについて
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HTTPのセキュリティーについて
Messaging Serverは、ユーザー IDとパスワード認証、クライアント証明書認証、および
AccessManagerをサポートしています。ただし、クライアントとサーバー間における
ネットワーク接続の処理方法は、この 2つのプロトコルでいくつか異なります。

POP、IMAP、または SMTPクライアントがMessaging Serverにログインすると、接続が確
立され、セッションが開始されます。この接続は、セッションの間中、すなわちログイ
ンからログアウトまで維持されます。新しい接続を確立する場合は、クライアントが再
びサーバーで認証される必要があります。

HTTPクライアントがMessaging Serverにログインする場合は、サーバーからクライアン
トに固有のセッション IDが与えられます。クライアントは、このセッション IDを
使って、セッション中に複数の接続を確立できます。HTTPクライアントは接続するたび
に再認証を行う必要はありません。ただし、セッションが切断された場合やクライアン
トが新しいセッションを確率する必要がある場合だけは、クライアントが、再び認証を
行う必要があります。指定した時間にわたりHTTPセッションのアイドル状態が続く
と、サーバーは自動的にHTTPセッションを切断し、クライアントがログアウトされま
す。デフォルトの時間は 2時間です。

HTTPセッションのセキュリティーを向上させるには、次の方法を使用します。

� セッション IDが、特定の IPアドレスにバインドされる。
� 各セッション IDに、タイムアウト値が関連付けられる。指定時間にわたり
セッション IDが使用されないと、そのセッション IDは無効になる。

� 使用中のすべてのセッション IDのデータベースをサーバーが管理する。このため、
クライアントは IDを偽造できない。

� セッション IDは、cookieファイルではなくURL内に保管される。

設定パラメータを指定して接続のパフォーマンスを向上させる方法については、第 5章
を参照してください。

AccessManagerの詳細については、第 6章を参照してください。

認証メカニズムを構成する
認証メカニズムは、クライアントが識別情報をサーバーに提示する方法の 1つです。
Messaging Serverは SASL (SimpleAuthentication and Security Layer)プロトコルで定義されて
いる認証方法をサポートし、さらに、証明書に基づく認証もサポートします。この節で
は、SASLによる認証メカニズムについて説明します。証明書に基づく認証の詳細は、651
ページの「暗号化と証明書に基づく認証を構成する」を参照してください。

Messaging Serverは、パスワードに基づく認証の場合、次の SASL認証方法をサポートしま
す。

� PLAIN -このメカニズムは、ユーザーのプレーンテキストパスワードをネットワーク
経由で渡すので、パスワードが盗まれる可能性があります。

認証メカニズムを構成する
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この問題は、SSLを使用することによって軽減できます。詳細は、651ページの「暗号
化と証明書に基づく認証を構成する」を参照してください。

� DIGEST-MD5 - RFC 2831で定義されているチャレンジ/応答型の認証メカニズム。
MessagingMultiplexorでは、DIGEST-MD5はサポートされていません。

注 –この機能は、推奨されておらず、将来のリリースで削除される予定です。

� CRAM-MD5 -APOPに似たチャレンジ/応答型の認証メカニズムですが、ほかのプロト
コルでの使用にも適しています。RFC 2195に定義されています。

� APOP - POP3プロトコルでのみ使用できるチャレンジ/応答型の認証メカニズム。RFC
1939に定義されています。

� LOGIN - PLAINと同等。SMTP認証の標準化前の実装との互換性を保つためにのみ存
在します。デフォルトでは、このメカニズムは SMTPで使用される場合にのみ有効に
なります。

チャレンジ/応答型の認証メカニズムでは、サーバーからクライアントにチャレンジ文字
列が送られます。クライアントは、そのチャレンジのハッシュとユーザーのパスワード
を使用して応答します。クライアントの応答がサーバー自体のハッシュと一致すると、
ユーザーが認証されます。ハッシュは元のデータに戻すことができないため、ネット
ワークを介して送信してもユーザーのパスワードが危険にさらされることはありませ
ん。

注 –POP、IMAP、および SMTPサービスは、すべての SASLメカニズムをサポートしま
す。HTTPサービスは、プレーンテキストパスワードによるメカニズムだけをサポートし
ます。

表 19–1に、SASLおよび SASL関連の configutilパラメータの一部を示します。
configutilパラメータがもっとも多く挙げられている最新のリストについては、『Sun
Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「configutil Parameters」
を参照してください。

表 19–1 SASLおよび SASL関連の configutilパラメータの一部

パラメータ 説明

sasl.default.ldap.has_plain

_passwords

ブール代数値です。ディレクトリがプレーンテキストパスワードを格納している
ことを示します。この値によりAPOP、CRAM-MD5、およびDIGEST-MD5が有効
になります。

デフォルト: False

sasl.default.transition_criteria サポートされず使用されません。sasl.default.auto_transitionを参照してくだ
さい。

認証メカニズムを構成する
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表 19–1 SASLおよび SASL関連の configutilパラメータの一部 (続き)
パラメータ 説明

sasl.default.auto_transition ブール型です。設定し、ユーザーがプレーンテキストのパスワードを入力した場
合、パスワード保存形式がディレクトリサーバーのデフォルトのパスワード保存
形式に移行されます。プレーンテキストのパスワードから、APOP、CRAM-MD5
またはDIGEST-MD5への移行に使用することができます。

デフォルト: False

service.imap.allowanonymouslogin IMAPによる使用のため、SASLANONYMOUSメカニズムを有効にします。

デフォルト: False

service.{imap|pop|http}.
plaintextmincipher

0より大きな値に設定すると、セキュリティーレイヤー (SSLまたはTLS)が有効で
ない限り、プレーンテキストのパスワードの使用を無効にします。これにより
ユーザーは、ログインする自分のクライアントで SSLまたはTLSを強制的に有効
にすることになり、自分のパスワードがネットワーク上で漏洩することを防ぎま
す。MMPには同等のオプション「RestrictPlainPasswords」があります。

注: Messaging Serverの 5.2リリースでは、SSLまたはTLSが使用する暗号の強度の
数値が調べられます。この機能はオプションの簡潔化のため、また一般的な使用
法に合わせるため削除されました。

デフォルト: 0

sasl.default.mech_list 有効にする SASLメカニズムの、スペース区切りのリストです。空でない場合、
この設定は sasl.default.ldap.has_plain_passwordsオプションおよび
service.imap.allowanonymousloginオプションよりも優先します。このオプ
ションは、すべてのプロトコル (imap、pop、smtp)に適用されます。

デフォルト: False

sasl.default.ldap.searchfilter ユーザーがドメインの inetDomainSearchFilterに指定されていない場合に、ユー
ザーの検索に使用されるデフォルトの検索フィルタです。構文は
inetDomainSearchFilterと同じです (スキーマガイドを参照)。

デフォルト: (&(uid=%U)(objectclass=inetmailuser))

sasl.default.ldap.searchfordomain デフォルトでは、認証システムは LDAP内のドメインをドメイン検索のルールに
従って検索し (参照は必要)、その後ユーザーを検索します。ただし、このオプ
ションがデフォルトの「1」ではなく「0」に設定されている場合、ドメイン検索
は行われず、sasl.default.ldap.searchfilterを使用したユーザーの検索が
local.ugldapbasednで指定した LDAPツリーの直下で行われます。旧バージョンの
単一ドメインスキーマとの互換性のために提供されていますが、小さな企業で
あっても合併や名称変更により複数ドメインのサポートが必要になる可能性があ
るため、新しい配備のための使用にはお勧めしません。

認証メカニズムを構成する
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プレーンテキストパスワードへのアクセスを構成
するには
CRAM-MD5、DIGEST-MD5、またはAPOPSASLの認証メソッドでは、ユーザーのプレー
ンテキストパスワードにアクセスする必要があります。次の手順を実行する必要があり
ます。

1. パスワードがクリアテキストで保存されるようにDirectory Serverを構成します。
2. Directory Serverがクリアテキストのパスワードを使用していることを認識できるよう
に、Messaging Serverを構成します。

� パスワードがクリアテキストで保存されるようにDirectory Server
を構成するには
CRAM-MD5、DIGEST-MD5、またはAPOPメカニズムを有効にするには、次のようにパ
スワードがクリアテキストで保存されるようにDirectory Serverを構成する必要がありま
す。

コンソールで、構成するDirectory Serverを開きます。

「設定」タブをクリックします。

左のペインで「Data」を開きます。

右のペインで「パスワード」をクリックします。

「パスワードの暗号化」ドロップダウンリストで「cleartext」を選択します。

注 –この変更は、将来作成するユーザーにのみ影響を与えます。既存のユーザーは、この
変更を加えたあとで移行するか、パスワードを再設定する必要があります。

クリアテキストのパスワード用にMessaging Serverを設定するに
は
次に、Directory Serverがクリアテキストのパスワードを使用していることを認識できるよ
うにMessaging Serverを構成することができます。これにより、Messaging Serverで
APOP、CRAM-MD5、およびDIGEST-MD5を安全に使用できるようになります。

configutil -o sasl.default.ldap.has_plain_passwords -v 1

値を 0に設定すると、これらのチャレンジ/応答型の SASLメカニズムを無効にすることが
できます。
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注 –既存のユーザーは、パスワードを再設定または移行するまでAPOP、CRAM-MD5、ま
たはDIGEST-MD5を使用できません (次の「ユーザーを移行するには」を参照)。

MMPには同等のオプション「CRAM」があります。

ユーザーを移行するには
configutilを使用して、移行するユーザーに関する情報を指定できます。たとえば、
ユーザーパスワードを変更する場合や、適切なユーザーエントリがないメカニズムを
使ってクライアントが認証を試みている場合に、この情報を指定します。

configutil -o sasl.default.auto_transition -v value

valueには、次のいずれかを指定できます。

� noまたは 0 -パスワードを移行しない。これがデフォルトです。
� yesまたは 1 -パスワードを移行する。

ユーザーを正常に移行するには、Messaging Serverがユーザーパスワード属性に書き込み
アクセスできるように、Directory ServerのACIを設定する必要があります。そのために
は、次の手順を実行します。

� ユーザーを移行するには

コンソールで、構成するDirectory Serverを開きます。

「ディレクトリ」タブをクリックします。

ユーザー/グループツリーのベースサフィックスを選択します。

「オブジェクト」メニューから「アクセス権を設定」を選択します。

「Messaging Server EndUser AdministratorWrite Access Rights (Messaging Serverエンドユー
ザー管理者書き込みアクセス権)」に対するACIを選択 (ダブルクリック)します。

「ACI属性」をクリックします。

既存の属性のリストに userpassword属性を追加します。

「了解」をクリックします。

sasl.default.mech_listを使用して SASLメカニズムのリストを有効にできます。空でな
い場合、この設定は sasl.default.ldap.has_plain_passwordsオプションおよび
service.imap.allowanonymousloginオプションよりも優先します。このオプションは、す
べてのプロトコル (imap、pop、smtp)に適用されます。
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ユーザーパスワードログイン
Messaging Serverにログインしてメールの送受信を行うには、ユーザーがパスワードを入
力する必要があります。これは承認されていないアクセスを防ぐための最初の防御手段
です。Messaging Serverでは、IMAP、POP、HTTP、および SMTPの各サービスに対し
て、パスワードに基づくログインがサポートされています。

IMAP、POP、HTTPのパスワードログイン
デフォルトでは、内部ユーザーは、Messaging Serverからメッセージを取得するためにパ
スワードを送信する必要があります。POP、IMAP、HTTPのサービスごとにパスワード
ログインを有効または無効にできます。POP、IMAP、HTTPサービスのパスワードログ
インの詳細は、137ページの「パスワードに基づくログイン」を参照してください。

ユーザーパスワードは、クリアテキストまたは暗号文の形式で、ユーザーのクライアン
トソフトウェアからサーバーに転送できます。クライアントとサーバーの両方が、SSLを
使用できるように構成され、かつ必要な強度の暗号化 (658ページの「SSLを有効化し暗号
化方式を選択するには」を参照)をサポートしている場合に、暗号化が実行されます。

ユーザー IDとパスワードは、LDAPユーザーディレクトリに保存されます。最小長など
のパスワードに関するセキュリティー条件は、ディレクトリポリシーの要件によって決
まり、Messaging Serverでは管理されません。

パスワードに基づくログインの代わりに証明書に基づくログインを使用できます。証明
書に基づくログインについては、SSLの説明とともにこの章で後述します。660ページ
の「証明書に基づくログインを設定するには」を参照してください。

プレーンテキストパスワードによるログインの代わりに、チャレンジ/応答型の SASLメ
カニズムを使用できます。

SMTPパスワードログイン
デフォルトでは、Messaging Serverの SMTPサービスに接続してメッセージを送信する場
合に、ユーザーはパスワードを入力する必要がありません。しかし、認証 SMTPを使用
可能にするために、SMTPサービスへのパスワードログインを有効にすることができま
す。

「認証 SMTP」とは、クライアントがサーバーに対して認証を行うことを可能にする、
SMTPプロトコルの拡張機能のことです。認証は、メッセージの送受信時に実行されま
す。認証 SMTPの主要な用途は、ほかのユーザーが悪用できるオープンリレーの発生を
防ぎながら、ローカルユーザーが移動先から (または自宅用の ISPを使用して)メールを送
信 (リレー)できるようにすることです。クライアントは、「AUTH」コマンドを使用し
てサーバーに対する認証を行います。

SMTPパスワードログイン (すなわち認証 SMTP)を有効にする方法については、374ペー
ジの「SMTP認証、SASL、TLS」を参照してください。
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認証 SMTPは、SSL暗号化とともに使用することも、SSL暗号化を使わずに使用すること
もできます。

暗号化と証明書に基づく認証を構成する
この節では、次の項目に分けて説明しています。

� 653ページの「管理コンソールからの証明書の入手」
� 658ページの「SSLを有効化し暗号化方式を選択するには」
� 660ページの「証明書に基づくログインを設定するには」
� 661ページの「SMTPプロキシを使用した SSLパフォーマンスの最適化方法」

Messaging Serverでは、クライアントとサーバー間で、暗号化された通信および証明書に
基づく認証を行うためにTLS (Transport Layer Security)プロトコルを使用します。TLSプロ
トコルは、SSL (Secure Sockets Layer)プロトコルとも呼ばれます。Messaging Serverは、SSL
バージョン 3.0および 3.1をサポートします。TLSには、SSLとの完全な互換性があり、必
要な SSL機能がすべて含まれています。

SSLに関する背景情報については、『Managing Servers with iPlanet Console』の付録
の「Introduction to SSL」を参照してください。SSLは、公開キー暗号化の概念に基づいて
います。この概念については、『Managing Servers with iPlanet Console』の付録
の「Introduction to Public-Key Cryptography」を参照してください。

Messaging Serverとそのクライアント間、およびMessaging Serverとほかのサーバー間にお
けるメッセージの転送が暗号化される場合は、通信が盗聴される危険性はほとんどあり
ません。また、接続しているクライアントが認証済みの場合は、侵入者がそれらのクラ
イアントになりすます (スプーフィングする)危険性もほとんどありません。

SSLは、IMAP4、HTTP、POP3および SMTPのアプリケーションレイヤーの下のプロトコ
ルレイヤーとして機能します。SMTPと SMTP/SSLは同じポートを使用しますが、HTTP
とHTTP/SSLは異なるポートを必要とします。IMAPと IMAP/SSL、POPと POP/SSLは、
同じポートを使用することも異なるポートを使用することもできます。図 19–1に示すよ
うに、SSLは、送信メッセージと着信メッセージの両方で、メッセージ通信の特定の段階
で作用します。
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図 19–1Messaging Serverでの暗号化された通信

SSLは、ホップ間の暗号化を提供しますが、中間にある各サーバー上ではメッセージは暗
号化されません。

注 –送信メッセージの暗号化を有効にするには、チャネル定義を変更して、maytlsや
musttlsなどの tlsチャネルキーワードを追加する必要があります。詳細は、377ページ
の「Transport Layer Security」のマニュアルを参照してください。

SSL接続を設定する際のオーバーヘッドによって、サーバーのパフォーマンスが低下する
可能性があります。メッセージングシステムの設計とパフォーマンスの分析を行う際に
は、セキュリティー要件とサーバーのパフォーマンスのバランスをとる必要がありま
す。
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注 – SSLはすべての Sun Java Systemサーバーでサポートされており、SSLの有効化と設定を
行うために使用するコンソールインタフェースは多くのサーバーでほとんど同じです。
そのため、この章で説明するタスクのいくつかについては、『Managing Servers with
iPlanet Console』に詳しい説明が記載されています。それらのタスクについては、この章
では要約だけを説明します。

管理コンソールからの証明書の入手
SSLの用途が暗号化か認証かにかかわらず、Messaging Server用のサーバー証明書を入手す
る必要があります。この証明書は、使用するサーバーの識別情報をクライアントやほか
のサーバーに提供します。管理コンソールから証明書を入手する場合は、この節の手順
に従います。コマンド行モードで自己署名済み証明書を作成する場合は、657ページ
の「自己署名済み証明書を作成するには」を参照してください。

内部モジュールと外部モジュールを管理するには
サーバー証明書によって、キーのペアの所有権と有効性が確立されます。キーのペア
は、データの暗号化と解読に使用される数値です。サーバーの証明書とキーのペアは、
そのサーバーの識別情報を示します。これらは、サーバー内部または取り外し可能な外
部のハードウェアカード (スマートカード)の証明書データベース内に保存されます。

Sun Java Systemサーバーは、PKCS (Public-Key Cryptography System) #11APIに準拠するモ
ジュールを使用して、キーと証明書のデータベースにアクセスします。通常、特定の
ハードウェアデバイスの PKCS #11モジュールは、そのデバイスの供給元から入手できま
す。Messaging Serverでそのデバイスを使用する前に、このモジュールをMessaging Server
にインストールする必要があります。Messaging Serverにプリインストールされてい
る「Netscape Internal PKCS # 11Module」は、サーバー内部の証明書データベースを使用す
る単一の内部ソフトウェアトークンをサポートします。

証明書を使用できるようにサーバーを設定する場合は、証明書とそのキーを格納するた
めのデータベースを作成し、PKCS #11モジュールをインストールする必要があります。
外部のハードウェアトークンを使用しない場合は、サーバー上に内部データベースを作
成し、Messaging Serverに含まれるデフォルトの内部モジュールを使用します。外部トー
クンを使用する場合は、スマートカードリーダーハードウェアを接続し、そのハード
ウェアの PKCS #11モジュールをインストールします。

外部モジュールか内部モジュールかにかかわらず、PKCS #11モジュールは、コンソール
を使用して管理できます。PKCS #11モジュールをインストールするには、次の手順を実
行します。

1. カードリーダーハードウェアをMessaging Serverホストマシンに接続し、ドライバをイ
ンストールします。

2. コンソールの「PKCS #11Management」インタフェースを使用して、インストールし
たドライバ用の PKCS #11モジュールをインストールします。
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詳細な手順については、『Managing Servers with iPlanet Console』の SSLに関する章を参照
してください。

ハードウェア暗号化アクセラレータのインストール暗号化用に SSLを使用する場合は、
ハードウェア暗号化アクセラレータをインストールすることによって、メッセージの暗
号化と解読のパフォーマンスを向上させることができます。一般的に、暗号化アクセラ
レータは、サーバーマシンに常設されたハードウェアボードとソフトウェアドライバで
構成されます。Messaging Serverは、PKCS #11APIに準拠したアクセラレータモジュール
をサポートしています。これらは、基本的に独自のキーを格納しないハードウェアトー
クンで、キーの格納には内部データベースが使用されます。まず、製造元の指示に
従ってハードウェアとドライバをインストールすることにより、アクセラレータをイン
ストールします。その後、PKCS #11モジュールをインストールすることにより、ハード
ウェア証明書トークンをインストールします。

� サーバー証明書を要求するには
サーバー証明書を要求するには、コンソールでサーバーを開き、「証明書セットアップ
ウィザード」を実行します。このウィザードには、「コンソール」メニューまたは
Messaging Serverの「暗号化」タブからアクセスできます。このウィザードを使用して、
次のタスクを実行します。

証明書要求を作成します。

電子メールを使用して、証明書を発行する認証局 (CA)に要求を送信します。

認証局 (CA)から電子メールによる応答を受け取ったら、メールをテキストファイルとし
て保存し、証明書セットアップウィザードを使用してそのファイルをインストールしま
す。

詳細な手順については、『Managing Servers with iPlanet Console』の SSLに関する章を参照
してください。

� 証明書をインストールするには
インストールは、要求とは別の手順で実行します。認証局 (CA)から証明書要求に対する
応答の電子メールを受け取ったら、電子メールをテキストファイルとして保存し、もう
一度証明書セットアップウィザードを実行して、次のように証明書としてファイルをイ
ンストールします。

入手済みの証明書をインストールすることを指定します。

指示に従って、証明書のテキストをフィールド内に貼り付けます。

証明書のニックネームを server-certから Server-Certに変更します。

証明書のニックネームを変更したくない場合は、configutilパラメータ
encryption.rsa.nssslpersonalitysslを設定して、使用したい証明書ニックネームを変更
することができます。
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詳細な手順については、『Managing Servers with iPlanet Console』の SSLに関する章を参照
してください。

注 –CAの証明書 (以下に説明)をインストールする場合にも、この手順を実行する必要が
あります。サーバーはこの証明書を使用して、クライアントによって提示された証明書
の信頼性を判断します。

信頼できるCAの証明書をインストールするには
認証局 (CA)の証明書をインストールする場合も、証明書セットアップウィザードを使用
します。CA証明書は、認証局自体の身元を証明します。サーバーは、クライアントやほ
かのサーバーを認証するプロセスで、これらのCA証明書を使用します。

たとえば、パスワードに基づく認証 (157ページの「証明書に基づくログインを設定する
には」を参照)に加え、証明書に基づく認証にも対応するように会社の環境を設定した場
合は、クライアントが提示する可能性のある証明書の発行元として信頼できるCAの証明
書をすべてインストールする必要があります。これらのCAは、社内組織の場合もあれ
ば、商業機関、政府機関、ほかの企業などの外部組織の場合もあります。認証用CA証明
書の使用方法については、『Managing Servers with iPlanet Console』の「Introduction to
Public-Key Cryptography」を参照してください。

Messaging Serverをインストールすると、いくつかの商用認証局のCA証明書もインス
トールされます。ほかの商用認証局のCA証明書を追加する場合や、社内使用のために
(Sun Java SystemCertificate Serverを使用して)独自の認証局を開発する場合は、追加のCA
証明書を入手して、インストールする必要があります。

注 –Messaging Serverにより自動的に提供されるCA証明書は、インストール時にはクライ
アント証明書用の信頼できる証明書としてマークされていません。これらのCAから発行
されるクライアント証明書を信頼できるものにする必要がある場合は、信頼設定を編集
する必要があります。この手順については、153ページの「証明書と信頼できるCAの管
理」を参照してください。

新しいCA証明書を要求してインストールするには、次の手順を実行します。

� 新しいCA証明書を要求してインストールするには

Webページからまたは電子メールを利用して認証局に連絡し、そのCA証明書をダウン
ロードします。

受け取った証明書のテキストをテキストファイルとして保存します。
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証明書セットアップウィザードを使用し、前の節で説明した手順に従って証明書をイン
ストールします。
詳細な手順については、『Managing Servers with iPlanet Console』の SSLに関する章を参照
してください。

証明書と信頼できるCAの管理
サーバーには、クライアントの認証に使用する、信頼できるCAの証明書を必要な数だけ
インストールできます。

コンソールでサーバーを開き、「コンソール」メニューの「証明書の管理」コマンドを
選択すると、Messaging Serverにインストールされている証明書の信頼設定の表示や編
集、または任意の証明書の削除を行うことができます。この手順については、
『Managing Servers with iPlanet Console』の SSLに関する章を参照してください。

パスワードファイルの作成
任意の Sun Java Systemサーバー上で、証明書セットアップウィザードを使用して証明書
を要求すると、ウィザードによってキーのペアが作成されます。このキーのペアは、あ
とで内部モジュールのデータベースまたはスマートカード内にある外部データベースに
格納します。次に、このプライベートキーを暗号化するために使われるパスワードの入
力を要求されます。あとでこのキーを解読するには、この同じパスワードを使用する必
要があります。ウィザードでは、パスワードはどこにも記録されません。

SSLを有効にしている Sun Java Systemサーバーでは、ほとんどの場合、起動時に管理者が
キーのペアの解読に必要なパスワードを入力します。ただし、Messaging Serverでは、パ
スワードを何度も入力する手間を省き (少なくとも 3つのサーバープロセスで入力が必
要)、さらに無人でサーバーを再起動できるように、パスワードファイルからパスワード
が読み取られます。

パスワードファイルは、sslpassword.confという名前で、ディレクトリ
msg_svr_base/config/に保存されています。ファイル内の各エントリは、次の形式で 1行
ずつ記述されます。

moduleName:password

moduleNameは使用される (内部または外部) PKCS #11モジュールの名前です。passwordは
そのモジュールのキーのペアを暗号化するためのパスワードです。パスワードは、クリ
アテキスト (暗号化されていないテキスト)として保存されます。

Messaging Serverには、デフォルトのパスワードファイルが用意されています。この
ファイルには、次のような内部モジュールとデフォルトのパスワードのエントリが 1つ
だけ含まれています。

Internal (Software) Token:netscape!

内部証明書をインストールするときにデフォルト以外のパスワードを指定する場合は、
指定するパスワードに合わせてパスワードファイル内の上記の行を編集する必要があり

3
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ます。外部モジュールをインストールする場合は、ファイルに新しい行を追加し、モ
ジュール名とモジュール用に指定するパスワードを記述する必要があります。

注意 –管理者はサーバー起動時にモジュールパスワードの入力を要求されません。そのた
め、管理者のアクセスが適切に制御されていること、およびサーバーホストマシンとそ
のバックアップの物理的なセキュリティーが確保されていることの確認が重要になりま
す。

自己署名済み証明書を作成するには
コマンド行モードで自己署名済み証明書を作成する場合は、この節の手順に従います。
証明書ウィザードで証明書を作成するには、653ページの「管理コンソールからの証明書
の入手」を参照してください。

� 自己署名済み証明書を作成するには

スーパーユーザー (root)としてログインします。

/opt/SUNWmsgsr/config/sslpasswordに certutilの証明書データベースのパスワードを指
定します。例:
# echo "password" > /opt/SUNWmsgsr/config/sslpassword

passwordは、ユーザー固有のパスワードです。

sbinディレクトリに移動し、証明書データベース (cert8.db)とキーのデータベース
(key3.db)を生成します。例:
# cd /opt/SUNWmsgsr/sbin

# ./certutil -N -d /opt/SUNWmsgsr/config -f /opt/SUNWmsgsr/config/sslpassword

デフォルトの自己署名済みルート認証局証明書を生成します。次に例を示します。
# ./certutil -S -n SampleRootCA -x -t "CTu,CTu,CTu"

-s "CN=My Sample Root CA, O=sesta.com" -m 25000

-o /opt/SUNWmsgsr/config/SampleRootCA.crt

-d /opt/SUNWmsgsr/config

-f /opt/SUNWmsgsr/config/sslpassword -z /etc/passwd

ホストの証明書を生成します。例:
../certutil -S -n Server-Cert -c SampleRootCA -t "u,u,u"

-s "CN=hostname.sesta.com, o=sesta.com" -m 25001

-o /opt/SUNWmsgsr/config/SampleSSLServer.crt

-d /opt/SUNWmsgsr/config -f /opt/SUNWmsgsr/config/sslpassword

-z /etc/passwd

hostname.sesta.comは、サーバーホスト名です。

1
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証明書の妥当性を検査します。例:
# ./certutil -V -u V -n SampleRootCA -d /opt/SUNWmsgsr/config

# ./certutil -V -u V -n Server-Cert -d /opt/SUNWmsgsr/config

証明書を列挙します。例:
# ./certutil -L -d /opt/SUNWmsgsr/config

# ./certutil -L -n Server-Cert -d /opt/SUNWmsgsr/config

modutilを使って、使用可能なセキュリティーモジュール (secmod.db)を列挙します。例:
# ./modutil -list -dbdir /opt/SUNWmsgsr/config

次の例が示すように、証明書データベースファイルの所有者をメールサーバーのユー
ザーおよびグループに変更します。

chown mailsrv:mail /opt/SUNWmsgsr/config/cert8.db

chown mailsrv:mail /opt/SUNWmsgsr/config/key3.db

メッセージングサービスを再起動して、SSLを有効にします。

注 –以前は、証明書とキーファイルは常にMessaging Serverの設定ディレクトリにありま
した。現在は、local.ssldbpath (証明書とキーファイルの場所を指定する)および
local.ssldbprefix (証明書とキーファイルのプレフィックスを指定する)を使用して、こ
れらのファイルの場所を指定できます。

SSLを有効化し暗号化方式を選択するには
コンソールを使用すると、SSLを有効にし、Messaging Serverがクライアントとの暗号通信
で使用できる暗号化方式を選択できます。

暗号化方式について
「暗号化方式」とは、暗号化プロセスでデータの暗号化と解読に使用されるアルゴリズ
ムのことです。各暗号化方式によって強度が異なります。つまり、強度の高い暗号化方
式で暗号化したメッセージほど、承認されていないユーザーによる解読が困難になりま
す。

暗号化方式では、キー (長い数値)をデータに適用することによってデータを操作しま
す。一般的に、暗号化方式で使用するキーが長いほど、適切な解読キーを使わずにデー
タを解読することが難しくなります。

クライアントは、Messaging Serverと SSL接続を開始するときに、サーバーに対して、希
望する暗号化用の暗号化方式とキー長を伝えます。暗号化された通信では、両方の通信
者が同じ暗号化方式を使用する必要があります。一般的に使用される暗号化方式とキー
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の組み合わせは数多くあります。そのため、サーバーは柔軟な暗号化サポートを提供す
る必要があります。Messaging Serverでは、最大 6つの暗号化方式とキー長の組み合わせ
をサポートできます。

表 19–2に、Messaging Serverが SSL3.0を使用する場合にサポートする暗号化方式の一覧を
示します。この表には概要を記載しています。詳細は、『Managing Servers with iPlanet
Console』の「Introduction to SSL」を参照してください。

表 19–2Messaging Serverの SSL暗号化方式

暗号化方式 説明

128ビットの暗号化とMD5
メッセージ認証を使用した
RC4

RSAが提供する暗号化方式で、もっとも高速で、もっとも強度の高
い暗号化方式と暗号化キーの組み合わせを提供します。

168ビットの暗号化と SHA
メッセージ認証を使用した
DES

米国政府の標準となっている暗号化方式で、低速で、強度の高い暗
号化方式と暗号化キーの組み合わせを提供します。

56ビットの暗号化と SHA
メッセージ認証を使用した
DES

米国政府の標準となっている暗号化方式で、低速で、中程度の強度
の暗号化方式と暗号化キーの組み合わせを提供します。

40ビットの暗号化とMD5
メッセージ認証を使用した
RC4

RSAが提供する暗号化方式で、もっとも高速で、強度の低い暗号化
方式と暗号化キーの組み合わせを提供します。

40ビットの暗号化とMD5
メッセージ認証を使用した
RC2

RSAが提供する暗号化方式で、低速で、強度の低い暗号化方式と暗
号化キーの組み合わせを提供します。

暗号化なし、MD5メッセー
ジ認証のみ

暗号化を使用せず、認証用のメッセージダイジェストのみを使用し
ます。

特定の暗号化方式を使わないようにする妥当な理由がないかぎり、すべての暗号化方式
をサポートする必要があります。ただし、特定の暗号化方式の使用が法律で制限されて
いる国もあります。また、米国の輸出規制法規が緩和される前に開発されたクライアン
トソフトウェアの中には、強度の高い暗号化を使用できないものもあります。40ビット
の暗号化方式では、偶発的な漏洩は防ぐことができますが、セキュリティーが確保され
ないため、意図的な攻撃を防ぐことはできません。

SSLを有効にし、暗号化方式を選択するには、次のコマンド行を実行します。

SSLを有効化/無効化するには、次のように入力します。

configutil -o nsserversecurity -v [ on | off ]

RSA暗号化方式を有効化/無効化するには、次のように入力します。

configutil -o encryption.rsa.nssslactivation -v [ on | off ]
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トークンを指定するには、次のように入力します。

configutil -o encryption.rsa.nsssltoken -v tokenname

証明書を指定するには、次のように入力します。

configutil -o encryption.rsa.nssslpersonalityssl -v certname

RSA暗号化方式を有効にする場合は、トークンと証明書も指定する必要があります。

優先する暗号化方式を選択するには、次のように入力します。

configutil -o encryption.nsssl3ciphers -v cipherlist

cipherlistは、カンマで区切られた暗号化方式のリストです。

注 –送信メッセージの暗号化を有効にするには、チャネル定義を変更して、maytlsや
musttlsなどの tlsチャネルキーワードを追加する必要があります。詳細は、377ページ
の「Transport Layer Security」のマニュアルを参照してください。

証明書に基づくログインを設定するには
Sun Java Systemサーバーでは、パスワードに基づくログインに加えて、デジタル証明書の
確認によるユーザー認証もサポートしています。証明書に基づく認証では、クライアン
トはサーバーとの SSLセッションを確立し、ユーザーの証明書をサーバーに提出しま
す。その後、サーバーが、提出された証明書の信頼性を評価します。証明書の信頼性が
確認されると、そのユーザーは認証済みであるとみなされます。

証明書に基づくログインを実行できるようにMessaging Serverを設定するには、次の手順
を実行します。

� 証明書に基づくログインを設定するには

使用しているサーバー用の証明書を入手します(詳細は653ページの「管理コンソールか
らの証明書の入手」を参照)。

証明書セットアップウィザードを実行して、サーバーが認証するユーザーに証明書を発
行する、信頼できる認証局の証明書をインストールします (詳細は655ページの「信頼で
きるCAの証明書をインストールするには」を参照)。
サーバーのデータベース内に信頼できるCAの証明書が 1つでもあるかぎり、サーバーは
接続するクライアントに対してクライアント証明書を要求します。

SSLを有効にします(詳細は658ページの「SSLを有効化し暗号化方式を選択するには」を
参照)。
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サーバーが提出された証明書の情報に基づいて LDAPユーザーディレクトリを適切に検索
するように、サーバーの certmap.confファイルを編集します (省略可)。

ユーザーの証明書内の電子メールアドレスと、ユーザーのディレクトリエントリ内の電
子メールアドレスが一致する場合は、certmap.confファイルを編集する必要はありませ
ん。また、検索を最適化したり、提出された証明書をユーザーエントリ内の証明書と照
合したりする必要もありません。

certmap.confの形式と変更可能な部分の詳細は、『Managing Servers with iPlanet
Console』の SSLに関する章を参照してください。

上記の手順を実行したあとに、ユーザーが、IMAPまたはHTTPにログインできるように
クライアントで SSLセッションを確立すると、Messaging Serverからクライアントに対し
てユーザーの証明書が要求されます。サーバーによって信頼されているCAから発行され
た証明書をクライアントが提出し、かつ証明書の識別情報がユーザーディレクトリ内の
エントリと一致する場合、そのユーザーは、認証され、ユーザーに適用されるアクセス
制御ルールに応じたアクセス権が与えられます。

証明書に基づくログインを有効にするためにパスワードに基づくログインを無効する必
要はありません。パスワードに基づくログインが許可されている場合 (デフォルトの状
態)に、この節で説明した作業を実行すると、パスワードに基づくログインと証明書に基
づくログインの両方がサポートされます。その場合は、クライアントが SSLセッション
を確立し、証明書を提出すると、証明書に基づくログインが使用されます。クライアン
トが SSLを使用しない場合、または証明書を提出しない場合は、パスワードを要求され
ます。

SMTPプロキシを使用した SSLパフォーマンスの最
適化方法
SMTPプロキシを使用すると、SMTPプロトコルの待ち時間が増加するため、ほとんどの
サイトでは SMTPプロキシを使用しません。ただし、SMTP接続を保護するために SSLを
頻繁に使用する大規模サイトでは、SSLとプロキシ専用の 1台のサーバー上で、すべての
プロトコルのすべての SSL操作を実行することで、SSLアクセラレータハードウェアに対
する投資効果を最大化する必要があります。SMTPプロキシを使用すると、フロントエン
ドのプロキシサーバーで SSLを処理し、メールキューを別のMTAマシン上に置くことが
できます。この方法により、各タスクに最適なハードウェアを個別に購入して構成する
ことができます。

SMTPプロキシのインストール方法については、676ページの「POPbefore SMTPを有効に
する」を参照してください。
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ネットワークセキュリティーサービスツール
ネットワークセキュリティーサービスとは、オープン規格に基づいたインターネットセ
キュリティーのためのアプリケーションを実装および配備するのに使用するオープン
ソースのライブラリおよびツールのセットのことです。セキュリティーツールは、診断
の実行、証明書、キーおよび暗号化モジュールの管理、また SSLおよびTLSベースのア
プリケーションのデバッグに役立ちます。これらのツールは、/usr/sfw/binにありま
す。

証明書とキーの管理
ここで説明するツールは、暗号化および識別に利用するキーおよび証明書を保存、取
得、および保護します。

certutil
証明書データベースツールの certutilは、cert8.dbおよび key3.dbデータベースファイ
ルを作成および変更できるコマンド行ユーティリティーです。キーおよび証明書管理プ
ロセスは、一般にキーをキーのデータベースに作成することから始まり、それから証明
書を証明書データベースに生成して管理します。certutilについては、次のURLを参照
してください。

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/certutil.html

cmsutil
cmsutilコマンド行ユーティリティーは、S/MIMEツールキットを使用して、暗号化
メッセージ構文 (CryptographicMessage Syntax、CMS)メッセージに対する暗号化や復号化
などの基本的な操作を実行します。このユーティリティーは、メッセージの暗号化、復
号化、および署名などの基本的な証明書管理操作を実行します。cmsutilについては、次
のURLを参照してください。

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/cmsutil.html

modutil
セキュリティーモジュールデータベースツールの modutilは、PKCS #11モジュール
(secmod.dbファイル)のデータベースの管理用のコマンド行ユーティリティーです。この
ツールを使用して、PKCS #11モジュールを追加および削除し、パスワードを変更し、デ
フォルトを設定し、モジュールの内容を表示し、スロットを使用可または使用不可に
し、FIPS-140-1準拠を有効または無効にし、暗号化操作にデフォルトのプロバイダを割り
当てることができます。modutilについては、次のURLを参照してください。

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/modutil.html
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pk12util
pk12utilコマンド行ユーティリティーは、PKCS #12規格で定義された、キーと証明書の
両方を、対応するデータベースに対して、また対応するファイル形式でインポートおよ
びエクスポートします。pk12utilについては、次のURLを参照してください。

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/pk12util.html

ssltap
SSLデバッグツールの ssltapは、SSL対応のコマンド行プロキシです。このツールは、
SSLサーバーに対して要求を代理処理し、クライアントとサーバー間で交換される
メッセージの内容を表示できます。このツールは、TCP接続を監視し、通過するデータ
を表示します。接続が SSLの場合は、表示されるデータには解釈された SSLレコードとハ
ンドシェーキングが含まれます。詳細は、次のURLを参照してください。

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/ssltap.html

Messaging Serverへの管理者アクセスを構成する
この節では主に Sun Java System LDAPスキーマ v. 1について説明します。次の項がありま
す。

� 663ページの「委任管理の階層」
� 664ページの「サーバー全体に対するアクセス権を与えるには」
� 665ページの「特定タスクへのアクセスを限定するには」

この節では、サーバー管理者によるMessaging Serverへのアクセスを制御する方法につい
て説明します。特定のMessaging ServerおよびMessaging Serverタスクへの管理アクセス
は、委任サーバー管理を行うときに発生します。

「委任サーバー管理」とは、ほとんどの Sun Java Systemサーバーが持っている機能で、
管理者が、ほかの管理者に対して、個々のサーバーやサーバー機能へのアクセス権を選
択して提供できる機能を意味します。この章では、委任されたサーバーのタスクについ
て簡単に説明します。詳細は、『Managing Servers with iPlanet Console』のサーバー管理の
委任に関する章を参照してください。

委任管理の階層
ネットワーク上に最初の Sun Java Systemサーバーをインストールすると、インストール
プログラムによって、LDAPユーザーディレクトリに構成管理者グループと呼ばれるグ
ループが自動的に作成されます。デフォルトでは、構成管理者グループのメンバーに
は、ネットワーク上のすべてのホストおよびサーバーに対する無制限のアクセス権が与
えられます。

構成管理者グループは、次のようなアクセス階層の最上位に位置します。このようなア
クセス階層を構築して、Messaging Serverの委任管理 (Sun Java System LDAPスキーマ v. 1を
使用している場合)を実装することができます。
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1. 構成管理者: Sun Java Systemサーバーネットワークの「スーパーユーザー」。すべての
リソースに対する完全なアクセス権を持ちます。

2. サーバー管理者:ドメイン管理者は、各タイプのサーバーを管理するためのグループ
を作成することがあります。たとえば、管理ドメイン内またはネットワーク全体にあ
るすべてのMessaging Serverを管理するためにメッセージング管理者グループを作成す
る場合があります。このグループのメンバーは、その管理ドメイン内のすべての
Messaging Serverにアクセスできます (ほかのサーバーにはアクセス不可)。

3. タスク管理者:上記のすべての管理者は、単一または複数のMessaging Serverに対する
制限付きアクセス権を持つグループを作成したり、そのようなアクセス権を持つ個別
のユーザーを指定したりできます。指定されたタスク管理者は、特定の制限された
サーバータスク (サーバーの起動または停止、特定のサービスのログへのアクセス)だ
けを実行できます。

管理者は、コンソールが提供する便利なインタフェースを使用して、次のタスクを実行
できます。

� グループまたは個人に特定のMessaging Serverに対するアクセス権を与えます。次の節
の「サーバー全体に対するアクセス権を与えるには」を参照してください。

� そのアクセス権を特定のMessaging Server上での特定のタスクに制限します。665ペー
ジの「特定タスクへのアクセスを限定するには」を参照してください。

� サーバー全体に対するアクセス権を与えるには
この章では、ユーザーまたはグループにMessaging Serverの特定のインスタンスに対する
アクセス権を与える方法について説明します。

アクセス権を与える対象のMessaging Serverへのアクセス権を持っている管理者として、
コンソールにログインします。

「コンソール」ウィンドウでそのサーバーを選択します。

「コンソール」ウィンドウのメニューから「オブジェクト」を選択し、「アクセス権の
設定」を選択します。

そのサーバーへのアクセス権を持つユーザーおよびグループのリストに対する追加や編
集を行います。

詳細な手順については、『Managing Servers with iPlanet Console』のサーバー管理の委任に
関する章を参照してください。

特定のMessaging Serverへのアクセス権を持つユーザーおよびグループのリストの設定が
済んだら、次に説明するACIを使用して、特定のサーバータスクをリスト内の特定の
ユーザーまたはグループに委任することができます。

1

2

3
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特定タスクへのアクセスを限定するには
一般的に、管理者はサーバーに接続して 1つ以上の管理タスクを実行します。コンソー
ルの「Messaging Serverタスク」フォームには、頻繁に実行される管理タスクが一覧表示
されます。

デフォルトでは、特定のMessaging Serverにアクセスできると、そのサーバーのすべての
タスクにアクセスできます。ただし、タスクフォーム内の各タスクには、一連のアクセ
ス制御インストラクション (ACI)を関連付けることができます。サーバーは、接続してい
るユーザー (サーバー全体に対するアクセス権をすでに持っているユーザー)にタスクへ
のアクセス権を与える前に、これらのACIを参照します。実際、タスクフォームには、
そのユーザーがアクセス権を持っているタスクだけが表示されます。

Messaging Serverへのアクセス権がある場合は、アクセスできる任意のタスクに関する
ACIを作成または編集して、ほかのユーザーやグループがそのタスクに対して持つこと
ができるアクセス権を制限できます。

� ユーザーまたはグループのタスクアクセス権を制限するには

制限付きアクセス権を与える対象のMessaging Serverへのアクセス権を持っている管理者
として、コンソールにログインします。

サーバーを開き、そのサーバーのタスクフォームで、タスクのテキストをクリックし
て、タスクを選択します。

「編集」メニューの「アクセス権の設定」を選択し、アクセスルールのリストに対する
追加や編集を行い、ユーザーまたはグループに必要なアクセス権を与えます。

必要に応じて、ほかのタスクについて同じ手順を繰り返します。

詳細な手順については、『Managing Servers with iPlanet Console』のサーバー管理の委任に
関する章を参照してください。

ACIとその作成方法の詳細については、『Managing Servers with iPlanet Console』のサー
バー管理の委任に関する章を参照してください。

POP、IMAP、およびHTTPサービスへのクライアントア
クセスを構成する

この節では、次の項目に分けて説明しています。

� 666ページの「クライアントアクセスフィルタのしくみ」
� 667ページの「フィルタの構文」
� 672ページの「フィルタの例」
� 673ページの「各サービス用のアクセスフィルタを作成するには」

1

2

3

4
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� 675ページの「HTTPプロキシ認証用のアクセスフィルタを作成するには」
� 666ページの「クライアントアクセスフィルタのしくみ」

Messaging Serverには、IMAP、POP、HTTPの各サービスを個別に制御できる精巧なアク
セス制御機能があります。これにより、クライアントによるサーバーへのアクセスを広
範囲に細かく制御できます。

大企業やインターネットサービスプロバイダのメッセージングサービスを管理する場
合、これらの機能を使用して、スパム (大量メール送信)やDNSスプーフィングを行う
ユーザーをシステムから除外したり、ネットワークの全般的なセキュリティーを強化し
たりできます。不特定多数宛メールを制御するための具体的な方法については、第 17章
を参照してください。

注 – IPアドレスによるアクセス制御が重要な問題ではない場合は、この節で説明している
フィルタを作成する必要はありません。最小限のアクセス制御だけが必要な場合は、そ
の設定手順について、672ページの「大半のアクセスを許可」を参照してください。

クライアントアクセスフィルタのしくみ
Messaging Serverのアクセス制御機能は、プログラムであり、TCPデーモンと同じポート
で応答を待機します。このプログラムは、アクセスフィルタを使用してクライアントの
識別情報を確認し、クライアントがフィルタリングプロセスを通過した場合に、そのク
ライアントに対してデーモンへのアクセス権を与えます。

Messaging ServerのTCPクライアントアクセス制御システムは、必要な場合、その処理の
一部として、次のようなソケットの終端アドレスの分析を行います。

� 両方の終端の逆引きDNS検索 (名前に基づくアクセス制御を行うため)
� 両方の終端の正引きDNS検索 (DNSスプーフィングを検出するため)
� Identdコールバック (クライアントエンドのユーザーがクライアントホストに認識さ
れていることを調べるため)

システムは、この情報を「フィルタ」と呼ばれるアクセス制御文と比較して、アクセス
の許可または拒否を決定します。サービスごとに、個別の許可フィルタと拒否フィルタ
のセットを使用して、アクセスを制御します。許可フィルタは明示的にアクセスを許可
し、拒否フィルタは明示的にアクセスを禁止します。

クライアントがサービスへのアクセスを要求すると、アクセス制御システムは、そのク
ライアントのアドレスまたは名前情報を、以下の条件を使用して順番に対象のサービス
のフィルタと比較します。

� 検索は、最初の一致項目が見つかった時点で終了する。許可フィルタは、拒否フィル
タより先に処理されるため、許可フィルタが優先される。

� クライアント情報が対象のサービスの許可フィルタに一致した場合は、アクセスが許
可される。
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� クライアント情報がそのサービスの拒否フィルタに一致した場合は、アクセスが拒否
される。

� 許可フィルタと拒否フィルタのどちらにも一致しなかった場合は、アクセスが許可さ
れる。ただし、許可フィルタだけがあり、拒否フィルタがない場合は、許可フィルタ
に一致しないと、アクセスが拒否される。

ここで説明するフィルタの構文は柔軟性に富んでいるため、わかりやすい簡単な方法
で、さまざまなアクセス制御ポリシーを実装できます。許可フィルタと拒否フィルタは
自由に組み合わせて使用できますが、大半のアクセスを許可するフィルタまたは大半の
アクセスを拒否するフィルタを使用すると、ほとんどのポリシーを実装できます。

次の節では、フィルタの構文について詳しく説明し、さらに使用例を紹介します。アク
セスフィルタの作成手順については、673ページの「各サービス用のアクセスフィルタを
作成するには」を参照してください。

フィルタの構文
フィルタ文には、サービス情報とクライアント情報の両方が含まれています。サービス
情報には、サービス名、ホスト名、ホストアドレスを含めることができます。クライア
ント情報には、ホスト名、ホストアドレス、ユーザー名を含めることができます。サー
ビス情報とクライアント情報の両方で、ワイルドカード名やパターンを使用できます。

以下に、非常に単純な形式のフィルタを示します。

service: hostSpec

serviceには、サービス名 (smtp、pop、imap、httpなど)を指定し、hostSpecには、ホスト
名、IPアドレス、またはアクセス要求元のクライアントを表すワイルドカード名やパ
ターンを指定します。フィルタが処理されるときに、アクセス要求元のクライアントが
clientに一致すると、serviceで指定されているサービスへのアクセスが、フィルタのタイ
プに応じて許可または拒否されます。次に例を示します。

imap: roberts.newyork.siroe.com

pop: ALL

http: ALL

これらが許可フィルタの場合は、最初の行によって roberts.newyork.siroe.comというホ
ストに対して、IMAPサービスへのアクセスが許可されます。さらに 2行目と 3行目に
よって、それぞれ POPサービスとHTTPサービスへのアクセスがすべてのクライアント
に許可されます。これらが拒否フィルタの場合は、それらのクライアントによる指定し
たサービスへのアクセスが拒否されます。ALLなどのワイルドカード名の詳細は、669
ページの「ワイルドカード名」を参照してください。

フィルタ内のサーバー (サービス)情報やクライアント情報は、これよりも少々複雑にな
ることがあります。次に、その場合の一般的な形式を示します。

serviceSpec: clientSpec
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serviceSpecは serviceまたは service@hostSpecのどちらかを示し、clientSpecは hostSpecまたは
user@hostSpecのどちらかを示します。userはアクセス要求元のクライアントホストに関連
付けられたユーザー名 (またはワイルドカード名)です。次にフィルタの例を 2つ示しま
す。

pop@mailServer1.siroe.com: ALL

imap: srashad@xyz.europe.siroe.com

これらが拒否フィルタの場合、最初のフィルタは、すべてのクライアントに対して、ホ
スト mailServer1.siroe.com上の SMTPサービスへのアクセスを拒否します。2番目の
フィルタは、ホスト xyz.europe.siroe.comのユーザー srashadに対して、IMAPサービス
へのアクセスを拒否します。これらの詳細なサーバーおよびクライアントに対する指定
を使用する状況については、671ページの「サーバーホストの指定」および 671ページ
の「クライアントのユーザー名の指定」を参照してください。

もっとも一般的なフィルタの形式は次のようになります。

serviceList: clientList

serviceListは、1つ以上の serviceSpecエントリで構成され、clientListは、1つ以上の
clientSpecエントリで構成されます。serviceListと clientList内の各エントリは、空白または
カンマで区切ります。

この場合、フィルタが処理されるときに、アクセス要求元のクライアントが、clientList内
の clientSpecエントリのいずれかと一致すると、serviceListで指定されているすべてのサー
ビスへのアクセスが、フィルタのタイプに応じて許可または拒否されます。次に例を示
します。

pop, imap, http: .europe.siroe.com .newyork.siroe.com

これが許可フィルタの場合、europe.siroe.comドメインおよび newyork.siroe.comドメイ
ン内のすべてのクライアントに対して、POP、IMAP、HTTPサービスへのアクセスが許
可されます。ドメインやサブネットを指定する場合の先頭に付けるドットやほかのパ
ターンの使用方法については、670ページの「ワイルドカードのパターン」を参照してく
ださい。

次の構文も使用できます。

「+」または「-」serviceList:*$next_rule

+ (許可フィルタ)は、デーモンリストサービスがクライアントリストに付与されることを
意味します。

- (拒否フィルタ)は、クライアントリストに対してサービスが拒否されることを意味しま
す。

* (ワイルドカードフィルタ)は、すべてのクライアントにこれらのサービスの使用を許可
します。

$は、ルールの区切りです。
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次の例では、すべてのクライアントで複数のサービスを有効にしています。

+imap,pop,http:*

次の例では、複数のルールを単純化して各ルールが単一のサーバー名を所有し、クライ
アントリスト用のワイルドカードを使用するようにします。これは、LDIFファイルでア
クセス制御を指定するためのもっとも一般的な方法です。

+imap:ALL$+pop:ALL$+http:ALL

次の例では、あるユーザーに対してすべてのサービスを許可しない方法を示します。

-imap:*$-pop:*$-http:*

ワイルドカード名
次のワイルドカード名を使用して、サービス名、ホストの名前やアドレス、またはユー
ザー名を表すことができます。

表 19–3サービスフィルタのワイルドカード名

ワイルドカード名 説明

ALL, * 汎用のワイルドカードです。すべての名前に一致します。

LOCAL すべてのローカルホスト (ドット文字を含まない名前を持つホスト)に一致します。ただし、正規
名のみを使用しているシステムの場合は、ローカルホスト名もドットを含むため、このワイルド
カードに一致しません。

UNKNOWN 名前が不明なすべてのユーザー、あるいは名前またはアドレスが不明なすべてのホストに一致し
ます。

このワイルドカード名は、次のことに注意して使用する必要があります。

一時的なDNSサーバーの問題により、ホスト名が使用できなくなる場合があります。このような
場合、UNKNOWNを使用しているすべてのフィルタはすべてのクライアントホストに一致します。

ソフトウェアが通信相手のネットワークのタイプを識別できない場合は、ネットワークアドレス
を使用できません。そのような場合、UNKNOWNを使用しているすべてのフィルタは、そのネット
ワーク上にあるすべてのクライアントホストに一致します。

KNOWN 名前が認識されているすべてのユーザー、または名前およびアドレスが認識されているすべての
ホストに一致します。

このワイルドカード名は、次のことに注意して使用する必要があります。

一時的なDNSサーバーの問題により、ホスト名が使用できなくなる場合があります。このような
場合、KNOWNを使用しているすべてのフィルタはどのクライアントホストにも一致しません。

ソフトウェアが通信相手のネットワークのタイプを識別できない場合は、ネットワークアドレス
を使用できません。そのような場合、KNOWNを使用しているすべてのフィルタは、そのネットワー
ク上にあるどのクライアントホストにも一致しません。
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表 19–3サービスフィルタのワイルドカード名 (続き)
ワイルドカード名 説明

DNSSPOOFER IPアドレスとDNS名が一致しないすべてのホストに一致します。

ワイルドカードのパターン
サービスまたはクライアントアドレスを指定するときは、次のパターンを使用できま
す。

� ドット文字 (.)から始まる文字列。ホスト名の最後の部分が指定したパターンに一致
する場合、そのホスト名は一致します。たとえば、ワイルドカードパターン
.siroe.comは、ドメイン siroe.com内のすべてのホストに一致します。

� ドット文字 (.)で終わる文字列。ホストアドレスの最初の数値フィールドが指定した
パターンに一致する場合、そのホストアドレスは一致します。たとえば、ワイルド
カードパターン 123.45.は、サブネット 123.45.0.0内のすべてのホストのアドレスに
一致します。

� n.n.n.n/m.m.m.m形式の文字列。このワイルドカードパターンは、net/maskのペアと解
釈されます。ホストアドレスの netが、アドレスとmaskのビット単位の論理積と等し
い場合、そのホストアドレスは一致します。たとえば、123.45.67.0/255.255.255.128

というパターンは、123.45.67.0～ 123.45.67.127の範囲内のすべてのアドレスに一致
します。

EXCEPT演算子
アクセス制御システムでは、1つの演算子がサポートされています。この EXCEPT演算子
を使うと、serviceListまたは clientList内に複数のエントリがある場合に、名前やパターン
の一致に関する例外を指定することができます。たとえば、次のような式を使用しま
す。

list1 EXCEPT list2

この式では、list1に一致するもので、list2に一致しないものが、すべて一致します。

次に例を示します。

ALL: ALL EXCEPT isserver.siroe.com

これが拒否フィルタの場合、ホストマシン isserver.siroe.com上のクライアントを除く
すべてのクライアントに対して、すべてのサービスへのアクセスが拒否されます。

EXCEPT句は入れ子にすることができます。次に入れ子の式の例を示します。

list1 EXCEPT list2 EXCEPT list3

これは次の式と同様に評価されます。

list1 EXCEPT (list2 EXCEPT list3)
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サーバーホストの指定
serviceSpecエントリにサーバーホストの名前またはアドレス情報を含めることで、要求さ
れる特定のサービスをフィルタ内で識別することができます。この場合、次の形式でエ
ントリを指定します。

service@hostSpec

この機能は、Messaging Serverホストマシンが、異なるインターネットホスト名を持つ複
数のインターネットアドレス用に設定されている場合に有効です。サービスプロバイダ
の場合、この機能を使用することで、異なるアクセス制御ルールを持つ複数のドメイン
を 1つのサーバーインスタンス上でホストできます。

クライアントのユーザー名の指定
RFC 1413に記載された identdサービスをサポートするクライアントホストマシンの場合
は、フィルタの clientSpecエントリ内にクライアントのユーザー名を含めることにより、
サービスを要求している特定のクライアントを識別することができます。この場合、次
の形式でエントリを指定します。

user@hostSpec

userは、クライアントの identdサービスによって返されるユーザー名 (またはワイルド
カード名)です。

フィルタ内でクライアントユーザー名を指定すると便利ですが、次のことに注意する必
要があります。

� identdサービスは認証機能ではないため、クライアントシステムが安全性に欠ける場
合は、クライアントから返されるクライアントユーザー名を信頼することができませ
ん。一般的に、特定のユーザー名を使用せずに、ALL、KNOWN、UNKNOWNなどのワイル
ドカード名だけを使用します。

� identdは最新のクライアントマシンではサポートされていないため、最近の導入では
あまり付加価値がありません。将来のバージョンでは identdのサポートを廃止するこ
とが検討されているため、今後もこの機能を使う必要がある場合は Sun Java Systemに
お知らせください。

� ユーザー名の検索は時間がかかるので、すべてのユーザーについて検索を実行する
と、identdをサポートしていないクライアントのアクセスが遅くなる場合がありま
す。ユーザー名の検索を選択的に実行すると、この問題を緩和することができます。
たとえば次のように指定します。

serviceList: @xyzcorp.com ALL@ALL

この場合、xyzcorp.comドメイン内のユーザーは、ユーザー名の検索を実行せずに一
致します。ただし、ほかのすべてのシステムについては、ユーザー名の検索が実行さ
れます。

ユーザー名検索の機能は、クライアントホスト上の承認されていないユーザーからの攻
撃を防ぐために役立つ場合があります。たとえば、一部のTCP/IPの実装環境では、侵入
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者が rsh (リモートシェルサービス)を使用して信頼されているクライアントホストになり
すます場合があります。クライアントホストが identサービスをサポートしている場合
は、ユーザー名の検索を使用してそのような攻撃を検出できます。

フィルタの例
この節では、さまざまなアクセス制御方法の例を紹介します。これらの例を参照する際
には、許可フィルタが拒否フィルタよりも先に処理されること、一致するものが見つ
かった時点で検索が終了すること、および一致するものがまったく見つからないとアク
セスが許可されることに注意してください。

ここに記載した例では、IPアドレスではなく、ホスト名とドメイン名を使用します。
フィルタにアドレス情報やネットマスク情報を含めておくと、ネームサービスに障害が
発生した場合の信頼性を向上させることができます。

大半のアクセスを拒否
この例では、デフォルトでアクセスを拒否します。明示的に許可したホストだけにアク
セスを許可します。

デフォルトのポリシー (アクセスなし)は、次のような 1つの単純な拒否フィルタを使用
して実装します。

ALL: ALL

このフィルタは、許可フィルタによって明示的にアクセスを許可されていないすべての
クライアントに対して、すべてのサービスへのアクセスを拒否します。この場合の許可
フィルタは、たとえば次のようになります。

ALL: LOCAL @netgroup1

ALL: .siroe.com EXCEPT externalserver.siroe.com

最初のルールは、ローカルドメイン内のすべてのホスト (ドットを含まないホスト名を持
つすべてのホスト)からのアクセス、および netgroup1というグループのメンバーからの
アクセスを許可します。2番目のルールでは、先頭にドットが付いたワイルドカードパ
ターンを使用することで、siroe.comドメイン内のすべてのホストからのアクセスを許可
しますが、ホスト externalserver.siroe.comは除外されます。

大半のアクセスを許可
この例では、デフォルトでアクセスを許可します。明示的に拒否したホストだけにアク
セスを拒否します。

デフォルトのポリシー (アクセス許可)により、許可フィルタは不要になります。次のよ
うに、アクセスを拒否するクライアントのリストを拒否フィルタ内に明示的に指定しま
す。
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ALL: externalserver.siroe1.com, .siroe.asia.com

ALL EXCEPT pop: contractor.siroe1.com, .siroe.com

最初のフィルタは、特定のホストおよびドメインに対して、すべてのサービスを拒否し
ます。2番目のフィルタは、特定のホストおよびドメインからの POPアクセスだけを許
可します。

スプーフィングされたドメインのアクセスを拒否
フィルタ内で、DNSSPOOFERを使用すると、ホスト名のスプーフィングを検出できます。
DNSSPOOFERを指定すると、アクセス制御システムによって正引きまたは逆引きのDNS検
索が実行され、クライアントが提示したホスト名とホストの実際の IPアドレスが一致す
るかどうかが調べられます。以下に拒否フィルタの例を示します。

ALL: DNSSPOOFER

このフィルタは、IPアドレスとそのDNSホスト名が一致しないすべてのリモートホスト
に対して、すべてのサービスを拒否します。

仮想ドメインへのアクセス制御
メッセージングシステムで仮想ドメインを使用し、1つのサーバーインスタンスが複数の
IPアドレスおよびドメイン名に関連付けられている場合は、許可フィルタと拒否フィル
タを組み合わせて各仮想ドメインのアクセスを制御できます。たとえば、次のような許
可フィルタを使用できます。

ALL@msgServer.siroe1.com: @.siroe1.com

ALL@msgServer.siroe2.com: @.siroe2.com

...

この場合、次のような拒否フィルタと組み合わせることができます。

ALL: ALL

各許可フィルタは、domainN内のホストだけに、msgServer.siroeN.comに対応する IPア
ドレスを持つサービスへの接続を許可します。ほかの接続はすべて拒否されます。

各サービス用のアクセスフィルタを作成するには
IMAP、POP、HTTPの各サービス用の許可フィルタと拒否フィルタを作成できます。
SMTPサービス用に作成することもできますが、認証済みの SMTPセッションにしか適用
されないため、あまり価値はありません。第 17章を参照してください。
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� フィルタを作成するには

コンソールで、アクセスフィルタを作成するMessaging Serverを開きます。

「設定」タブをクリックします。

左のペインで「サービス」フォルダを開き、そのフォルダの下にある「IMAP」、
「POP」、または「HTTP」を選択します。

右のペインの「アクセス」タブをクリックします。

このタブの「許可」フィールドと「拒否」フィールドに、そのサービスの既存の許可
フィルタと拒否フィルタが表示されます。フィールド内の各行がそれぞれ 1つのフィル
タを表します。どちらのフィールドに対しても、次の操作を実行できます。

a. 新しいフィルタを作成する場合は、「追加」をクリックします。「許可フィルタ」
ウィンドウまたは「拒否フィルタ」ウィンドウが表示されます。ウィンドウに新しい
フィルタのテキストを入力し、「了解」をクリックします。

b. フィルタを編集する場合は、フィルタを選択して「編集」をクリックします。「許可
フィルタ」ウィンドウまたは「拒否フィルタ」ウィンドウが表示されます。ウィンド
ウに表示されたフィルタのテキストを編集し、「了解」をクリックします。

c. フィルタを削除する場合は、フィルタを選択して「削除」をクリックします。

許可フィルタまたは拒否フィルタの順序を変更する必要がある場合は、フィルタが適
切な順序になるまで、削除と追加の操作を繰り返します。

フィルタの構文の指定方法とさまざまな例については、667ページの「フィルタの構
文」および 672ページの「フィルタの例」を参照してください。

コマンド行

次のように、コマンド行を使用して許可フィルタや拒否フィルタを指定することもで
きます。

各サービス用のアクセスフィルタを作成または編集するには、次のように入力しま
す。

configutil -o service.service.domainallowed -v filterservice には pop、imap、http のいず
れかを指定し、filter は 667 ページの「フィルタの構文」で説明した構文ルールに従って
指定します。

各サービス用の拒否フィルタを作成または編集するには、次のように入力します。

configutil -o service.service.domainnotallowed -v filter

serviceには pop、imap、httpのいずれかを指定し、filterは 667ページの「フィルタの構
文」で説明した構文ルールに従って指定します。
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HTTPプロキシ認証用のアクセスフィルタを作成
するには
すべてのストア管理者は、任意のサービスに対してプロキシ認証を行うことができます
(ストア管理者の詳細については、560ページの「ストアへの管理者によるアクセスを指
定する」を参照)。HTTPサービスの場合にだけ、すべてのエンドユーザーがサービスに
対してプロキシ認証を行うことができます。ただし、ユーザーが使用するクライアント
ホストが、プロキシ認証アクセスフィルタを介してアクセスを許可されている必要があ
ります。

プロキシ認証を使用すると、ポータルサイトなどのほかのサービスが、ユーザーを認証
して、HTTPログインサービスに認証資格情報を渡すことができます。たとえば、1つの
ポータルサイトが複数のサービスを提供し、そのうちの 1つがMessenger ExpressのWeb
ベースの電子メールだとします。HTTPプロキシ認証機能を使用すると、エンドユーザー
はポータルサービスに対する認証を一度行うだけで済み、電子メールにアクセスするた
めに再び認証を行う必要はありません。ただし、ポータルサイトでは、クライアントと
サービス間のインタフェースとして機能するログインサーバーを構成する必要がありま
す。Messenger Expressの認証用にログインサーバーを設定する場合は、Sun Java Systemが
提供するMessenger Express認証 SDKを利用できます。

この節では、許可フィルタを使用し、IPアドレスを基準として、HTTPプロキシ認証を
許可する方法について説明します。ログインサーバーの設定方法やMessenger Express認
証 SDKの使用方法については説明しません。Messenger Express用のログインサーバーの
設定方法や、認証 SDKの使用方法については、Sun Java Systemの担当者に問い合わせて
ください。

� HTTPプロキシ認証用のアクセスフィルタを作成するには

コンソールで、アクセスフィルタを作成するMessaging Serverを開きます。

「設定」タブをクリックします。

左のペインで「サービス」フォルダを開き、そのフォルダの下にある「HTTP」を選択し
ます。

右のペインの「プロキシ」タブをクリックします。

このタブの「許可」フィールドに、既存のプロキシ認証用の許可フィルタが表示されま
す。

新しいフィルタを作成する場合は、「追加」をクリックします。

「許可フィルタ」ウィンドウが表示されます。ウィンドウに新しいフィルタのテキスト
を入力し、「了解」をクリックします。
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既存のフィルタを編集する場合は、フィルタを選択して、「編集」をクリックします。

「許可フィルタ」ウィンドウが表示されます。ウィンドウに表示されたフィルタのテキ
ストを編集し、「了解」をクリックします。

既存のフィルタを削除する場合は、「許可」フィールドからフィルタを選択し、「削
除」をクリックします。

「プロキシ」タブでの変更作業が終了したら、「保存」をクリックします。

許可フィルタの構文については、667ページの「フィルタの構文」を参照してください。

コマンド行

次のように、コマンド行を使用して、HTTPサービスに対するプロキシ認証用のアクセス
フィルタを指定することもできます。

configutil -o service.service.proxydomainallowed -v filter

filterは、667ページの「フィルタの構文」で説明した構文ルールに従って指定します。

POPbefore SMTPを有効にする
SMTPリレーサーバーのセキュリティーを提供する方法としては、SMTP認証または
SMTPAuth (RFC 2554)をお勧めします。SMTPAuthは、認証済みのユーザーだけにMTA
を介したメール送信を許可します。ただし、一部のレガシークライアントは、POP before
SMTPだけをサポートします。この場合には、後述のように、POPbefore SMTPを有効に
することができます。ただし、可能な場合は、POPbefore SMTPを使用するのではなく、
POPクライアントをアップグレードするようにユーザーに指示します。POPbefore SMTP
をサイトに導入すると、ユーザーがクライアントに依存するようになり、インター
ネットのセキュリティー標準を守れなくなります。これにより、エンドユーザーが
ハッキングの危険にさらされ、さらにパフォーマンスが低下して、サイトの処理が遅く
なります。これは、最後の正常な POPセッションの IPアドレスを追跡して同期する必要
があるためです。

Messaging Serverでの POPbefore SMTPの実装は、SIMSやNetscapeMessaging Serverでの実
装とはまったく異なっています。POPbefore SMTPをサポートするには、POPと SMTPプ
ロキシの両方を使用するようにMessagingMultiplexor (MMP)を構成します。SMTPクライ
アントが SMTPプロキシに接続すると、プロキシは、メモリ内キャッシュで最新の POP
認証をチェックします。同じクライアント IPアドレスからの POP認証が見つかった場
合、SMTPプロキシは、ローカルとローカル以外の両方の受取人宛のメッセージを許可す
る必要があることを SMTPサーバーに通知します。

6

7

8

POPbefore SMTPを有効にする

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月676



� SMTPプロキシをインストールするには
MessagingMultiplexor (MMP)をインストールします。

手順については、『Sun Java Enterprise System 2005Q4インストールガイド』を参照してく
ださい。

MMP上で SMTPプロキシを有効にします。

以下の文字列を

msg_svr_base/lib/SmtpProxyAService@25|587

msg_svr_base/config/AService.cfgファイルの ServiceListオプションに追加します。こ
のオプションは、1行に記述し、改行を入れないようにします。

注 –MMPをアップグレードすると、MMP用の既存の 4つの設定ファイルに対応する 4つ
の新しいファイルが作成されます。そのファイルを次に示します。

AService-def.cfg、ImapProxyAService-def.cfg、PopProxyAService-def.cfg、
SmtpProxyAService-def.cfg

これらのファイルは、インストーラによって作成されます。docs内に記述された 4つの
設定ファイルは、インストールプロセスによって作成されず、また影響も受けません。
MMPは、起動時に、通常の設定ファイルを検索します。通常の設定ファイルが見つから
ない場合、MMPは、それぞれの *AService-def.cfgファイルをコピーして、対応する
*AService.cfgという名前を付けます。

各 SMTPリレーサーバー上で、SMTPチャネルオプションファイル tcp_local_optionの
PROXY_PASSWORDオプションを設定します。

SMTPプロキシは、SMTPサーバーに接続する際に、実際の IPアドレスとその他の接続情
報を SMTPサーバーに通知する必要があります。この情報により、SMTPサーバーは、リ
レーブロッキングやその他のセキュリティーポリシー (POP before SMTPを含む)を適切に
適用できるようになります。この操作はセキュリティー上重要な操作であり認証される
必要があります。MMPSMTPプロキシと SMTPサーバーの両方で構成されたプロキシパ
スワードにより、第三者によるこの機能の悪用が確実に防止されます。

次に例を示します。PROXY_PASSWORD=A_Password

MMPが SMTPサーバーに接続するために使用する IPアドレスが INTERNAL_IPマッピング
テーブルによって「internal」として扱われていないことを確認します。

INTERNAL_IPマッピングテーブルについては、第 17章の 532ページの「SMTPリレーを追
加するには」を参照してください。
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POPbefore SMTPをサポートするように SMTPプロキシを構成します。

a. msg_svr_base/config/SmtpProxyAService.cfg設定ファイルを編集します。
次の SMTPプロキシオプションは、IMAPプロキシおよび POPプロキシの同名のオプ
ションとまったく同じように機能します。第 7章を参照してください。また、これら
のオプションについては、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「Encryption (SSL) Option」を参照してください。

LdapURL、LogDir、LogLevel、BindDN、BindPass、Timeout、Banner、SSLEnable、
SSLSecmodFile、SSLCertFile、SSLKeyFile、SSLKeyPasswdFile、SSLCipherSpecs、
SSLCertNicknames、SSLCacheDir、SSLPorts、CertMapFile、CertmapDN、ConnLimits、
TCPAccess

上記のリストにないその他のMMPオプション (BacksidePortオプションを含む)は、
現在のところ SMTPプロキシには適用されません。

次の 5つのオプションを追加します。

SmtpRelays。このオプションは、スペースで区切られた SMTPリレーサーバーホスト
名 (およびオプションのポート)のリストで、ラウンドロビンリレー用に使用されま
す。これらのリレーサーバーは、XPROXYEHLO拡張キーワードをサポートしている必要
があります。このオプションは必須で、デフォルトはありません。

例: default:SmtpRelays manatee:485 gonzo mothra

SmtpProxyPassword。SMTPリレーサーバー上でソースチャネルの変更を認証するため
に使用されるパスワードです。このオプションは必須で、デフォルト値はありませ
ん。また、SMTPサーバー上の PROXY_PASSWORDオプションと一致している必要があり
ます。

例: default:SmtpProxyPasswordA_Password

EhloKeywords。このオプションは、プロキシがクライアントを通過させるために使用
する、EHLO拡張キーワードのリストを提供します。また、デフォルト値のセットも
提供します。MMPは、SMTPリレーから返される EHLOのリストから、認識できない
EHLOキーワードをすべて削除します。EhloKeywordsは、リストから削除されない追
加の EHLOキーワードを指定します。デフォルト値は空白ですが、SMTPプロキシは
次のキーワードをサポートするので、これらのキーワードをこのオプションで指定す
る必要はありません。8BITMIME、PIPELINING、DSN、ENHANCEDSTATUSCODES、EXPN、
HELP、XLOOP、ETRN、SIZE、STARTTLS、AUTH

次に、使用頻度の少ない「TURN」拡張キーワードを使用するサイトで使用できる指
定例を示します。

例: default:EhloKeywords TURN

PopBeforeSmtpKludgeChannelオプション。POPbefore SMTPで認証される接続で使用す
るMTAチャネルの名前に設定されます。デフォルトは空で、POPbefore SMTPを有効
にするユーザーに対する通常の設定は tcp_intranetです。SSLのパフォーマンスを最
適化するためにこのオプションを指定する必要はありません (661ページの「SMTPプ
ロキシを使用した SSLパフォーマンスの最適化方法」を参照)。
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例: default:PopBeforeSmtpKludgeChannel tcp_intranet

ClientLookup。このオプションはデフォルトで noに設定されます。yesに設定する
と、クライアントの IPアドレスに関するDNS逆引き検索が無条件に実行されるた
め、SMTPリレーサーバーで検索を行う必要がなくなります。このオプションは、ホ
ストしているドメインごとに設定できます。

例: default:ClientLookup yes

b. PopProxyAService.cfg設定ファイルに PreAuthオプションと AuthServiceTTLオプ
ションを設定します。SSLのパフォーマンスを最適化するためにこのオプションを指
定する必要はありません (661ページの「SMTPプロキシを使用した SSLパフォーマンス
の最適化方法」を参照)。

これらのオプションは、POP認証後にユーザーがメールの送信を許可される時間を秒
単位で指定します。一般的な設定は、900～ 1800 (15～ 30分)です。

例:
default:PreAuth yes

default:AuthServiceTTL 900

c. オプションで、MMPが、SMTPリレーからの応答を待つ時間を秒単位で指定すること
ができます。この時間が経過するとMMPはリスト内の次の SMTPリレーを試行しま
す。

デフォルトは 10 (秒)です。SMTPリレーへの接続が失敗すると、MMPは、この
フェイルオーバータイムアウトと同じ時間 (分単位)が経過するまで、そのリレーへの
接続を試行しません。つまり、フェイルオーバータイムアウトが 10秒のときに、あ
るリレーへの接続が失敗したとすると、MMPは、10分間経過するまでそのリレーを
再試行しません。

例: default:FailoverTimeout 10

SMTPサービスへのクライアントアクセスを構成する
SMTPサービスへのクライアントアクセスの構成方法については、第 17章を参照してく
ださい。

SSLを使用したユーザーまたはグループディレクトリの
検索

MTA、MMP、および IMAP/POP/HTTPの各サービスに対して、SSLによるユーザー
ディレクトリまたはグループディレクトリの検索を行うことができます。この機能を使
用するためには、Messaging Serverを SSLモードで構成しておく必要があります。この機
能を有効にするには、configutilパラメータのlocal.service.pab.ldapportを 636に設定
し、local.ugldapportを 636に設定し、local.ugldapusesslを 1に設定します。

SSLを使用したユーザーまたはグループディレクトリの検索
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Communications Expressメールでの S/MIME
の管理

Secure/Multipurpose InternetMail Extension (S/MIME) 3.1は、Sun Java SystemCommunications
Expressメールで利用できます。S/MIMEを使用するように設定されたCommunications
Expressメールユーザーは、Communications Expressメール、Microsoft Outlook Express、お
よびMozillaメールシステムのほかのユーザーと署名付きまたは暗号化されたメッセージ
を交換できます。

Communications Expressメールでの S/MIMEの使用方法についての情報は、オンラインヘ
ルプにあります。S/MIMEを使用するための情報について、この章で説明します。この章
には、次の節があります。

� 681ページの「S/MIMEとは」
� 682ページの「必要なソフトウェアおよびハードウェアコンポーネント」
� 684ページの「S/MIMEを使用するための要件」
� 686ページの「Messaging Serverのインストール後の作業」
� 694ページの「smime.confファイルのパラメータ」
� 701ページの「Messaging Serverオプション」
� 702ページの「SSLでインターネットリンクを保護する」
� 704ページの「クライアントマシン用のキーアクセスライブラリ」
� 705ページの「非公開キーと公開キーの確認」
� 712ページの「S/MIME機能の使用を許可する」
� 713ページの「証明書の管理」
� 718ページの「Communications Express S/MIMEエンドユーザー情報」

S/MIMEとは
S/MIMEは、Communications Expressメールユーザーに次の機能を提供します。

� 送信するメールメッセージのデジタル署名を作成して、メッセージが改ざんされてお
らず、送信者からのものであることを受信者に保証する

� 送信するメールメッセージを暗号化して、メッセージが受信者のメールボックスに届
く前に、表示、変更、またはメッセージの内容が使用されることがないように防止す
る
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� 証明書失効リスト (Certificate Revocation List、CRL)を使用する処理で、着信する署名
付きメッセージのデジタル署名を確認する

� 受信者がメッセージの内容を読むことができるように、着信した暗号化された
メッセージを自動的に復号化する

� Communications ExpressメールおよびMozillaメールシステムなど、S/MIMEに準拠し
たクライアントのほかのユーザーと署名付きまたは暗号化されたメッセージを交換す
る

理解する必要がある概念
S/MIMEを適切に管理するには、次の概念を理解している必要があります。

� プラットフォームの基本的な管理手順

� Lightweight DirectoryAccess Protocol (LDAP)ディレクトリの構造および使用
� LDAPディレクトリのエントリの追加または変更
� Sun Java SystemDirectory Serverの設定プロセス
� 次の概念と目的

� 通信回線の保護のための Secure Socket Layer (SSL)
� デジタル署名された電子メールメッセージ

� 暗号化された電子メールメッセージ

� ブラウザのローカルキーストア

� スマートカード、スマートカードを使用するためのスマートカードソフトウェア
とハードウェア

� 非公開キーと公開キーのペアとそれらの証明書

� 認証局 (CA)
� キーと証明書の確認

� 証明書失効リスト (Certificate revocation list、CRL)。(707ページの「証明書がCRLで
チェックされるタイミング」を参照)

必要なソフトウェアおよびハードウェアコンポーネント
この節では、Communications Expressメールで S/MIMEを使用するために必要なハード
ウェアおよびソフトウェアについて説明します。すべての正しいバージョンのソフト
ウェアをサーバーおよびクライアントマシンにインストールしてから、S/MIMEの設定を
するようにしてください。

表 20–1は、Communications Expressメールがアクセスされるクライアントマシンに必要な
ソフトウェアおよびハードウェアを示しています。

必要なソフトウェアおよびハードウェアコンポーネント
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表 20–1クライアントマシンに必要なハードウェアおよびソフトウェア

コンポーネント 説明

オペレーティングシステム � MicrosoftWindows 98、2000、またはXP

ブラウザ � MicrosoftWindowsで動作するMicrosoft Internet Explorer、バージョン 6 SP2
� MicrosoftWindows 2000およびMicrosoftWindows 98で動作するMicrosoft

Internet Explorer、バージョン 6 SP1 (2004年 12月 1日現在の最新のパッチを適
用済みのもの)

Sunソフトウェア Sun Java 2 Runtime Environment、Standard Edition、バージョン 1.4.2_03以降 (ただし
1.5を除く)

証明書付きの非公開キーと公開
キー

証明書付きの非公開キーと公開キーの 1つ以上のペアです。証明書は必須であ
り、標準のX.509 v3形式である必要があります。S/MIMEの機能を使用する各
Communications Expressメールユーザー用のキーおよび証明書をCAから入手しま
す。キーとその証明書はクライアントマシンまたはスマートカードに保存されま
す。公開キーと証明書は、Directory Serverがアクセスできる LDAPディレクトリ
にも保存されます。

キーが有効であることをさらに保証するためにキーの証明書を証明書失効リスト
(CRL)で確認する場合、CAによって管理されるCRLは、使用しているシステムに
組み込まれている必要があります。詳細については、707ページの「証明書が
CRLでチェックされるタイミング」を参照してください。

スマートカードソフトウェア (キー
および証明書がスマートカードに
保存される場合にのみ必要)

� ActivCard Gold、バージョン 2.1または 3.0
� NetSign、バージョン 3.1

スマートカードリーダー クライアントマシンおよびスマートカードソフトウェアがサポートする任意のモ
デルのスマートカード読み取り装置です。

表 20–2は、サーバーマシンに必要な SunMicrosystemsソフトウェアを示しています。

表 20–2サーバーマシンに必要なソフトウェア

Sunコンポーネント 説明

メールサーバー Solaris、バージョン 8または 9、および Sun SPARCマシン上の Sun Java SystemMessaging Server 6
2005Q4リリース

LDAPサーバー Sun Java SystemDirectory Server 5 2004Q2以降

Java Java 2 Runtime Environment、Standard Edition、バージョン 1.4.2以降

AccessManager (Schema 2での配備の場合) - Sun Java SystemAccessManager 6 2005Q1およびCommunications
Express - Sun Java SystemCommunications Express 6 2005Q1以降

必要なソフトウェアおよびハードウェアコンポーネント
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S/MIMEを使用するための要件
Messaging Serverのインストール後、Communications Expressメールユーザーは署名および
暗号化機能をただちに使用できるわけではありません。ユーザーが S/MIMEを利用でき
るようになる前に、この節で説明する要件を満たしている必要があります。

非公開キーと公開キー
標準のX.509 v3形式の証明書を含む、非公開キーと公開キーのペアを少なくとも 1つ、
S/MIMEを使用する各Communications Expressメールユーザーに発行する必要がありま
す。確認プロセスで使用される証明書は、キーが本当に使用者のものであることをほか
のメールユーザーに対して保証します。1人のユーザーに、複数のキーペアと関連する証
明書を割り当てることができます。

キーおよびキーの証明書は、ユーザーの組織で発行するか、またはサードパーティーベ
ンダーから購入できます。キーおよび証明書の発行方法に無関係に、発行する組織は認
証局 (CA)と呼ばれます。

キーのペアとキーの証明書は、次の 2とおりの方法で保存されます。

� スマートカードと呼ばれる、CommonAccess Card (CAC)に保存
スマートカードは、商用クレジットカードに似ていて、クレジットカードと同様に
メールユーザーが使用および管理する必要があります。スマートカードには、非公開
キー情報を読むための、メールユーザーのコンピュータ (クライアントマシン)に接続
された特別なカードリーダーが必要になります。詳細については、684ページの「ス
マートカードに保存されたキー」を参照してください。

� メールユーザーのコンピュータ (クライアントマシン)のローカルキーストアに保存
メールユーザーのブラウザがキーストアを提供します。ブラウザは、キーのペアおよ
び証明書をキーストアにダウンロードするためのコマンドも提供します。詳細につい
ては、685ページの「クライアントマシンに保存されたキー」を参照してください。

スマートカードに保存されたキー
非公開キーと公開キーのペアが証明書とともに、スマートカードに保存される場合は、
メールユーザーのコンピュータにカードリーダーが適切に接続されている必要がありま
す。カード読み取り装置にはソフトウェアも必要であり、装置およびそのソフトウェア
は装置の購入先のベンダーから供給されます。

適切にインストールすると、メールユーザーは、送信するメッセージ用のデジタル署名
を作成するときに、スマートカードを読み取り装置に挿入します。スマートカードのパ
スワードの確認後、Communications Expressメールがメッセージに署名するために非公開
キーにアクセスできるようになります。サポートされているスマートカードと読み取り
装置については、682ページの「必要なソフトウェアおよびハードウェアコンポーネン
ト」を参照してください。

S/MIMEを使用するための要件
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スマートカードのベンダーからのライブラリが、ユーザーのコンピュータに必要です。
詳細については、704ページの「クライアントマシン用のキーアクセスライブラリ」を参
照してください。

クライアントマシンに保存されたキー
キーのペアおよび証明書をスマートカードに保存しない場合は、メールユーザーのコン
ピュータ (クライアントマシン)のローカルキーストアに保存する必要があります。クラ
イアントマシンのブラウザがキーストアを提供し、キーのペアおよび証明書をキースト
アにダウンロードするためのコマンドも提供します。キーストアはパスワードで保護さ
れる場合がありますが、これはブラウザによって異なります。

ローカルキーストアをサポートするには、ユーザーのコンピュータにはブラウザのベン
ダーからのライブラリが必要です。詳細については、704ページの「クライアントマシン
用のキーアクセスライブラリ」を参照してください。

LDAPディレクトリでの公開キーの公開
すべての公開キーおよび証明書は、Sun Java SystemDirectory Serverによってアクセス可能
な、LDAPディレクトリに保存する必要もあります。この行為は、S/MIMEメッセージを
作成するほかのメールユーザーが利用できるようにするための、公開キーの公開と呼ば
れます。

送信者および受信者の公開キーは、暗号化されたメッセージの暗号化および復号化の処
理で使用されます。公開キーの証明書は、デジタル署名に使用された非公開キーの検証
に使用されます。

公開キーおよび証明書を公開するために ldapmodifyを使用する方法については、713
ページの「証明書の管理」を参照してください。

メールユーザーに S/MIMEの使用を許可する
署名付きまたは暗号化されたメッセージを作成するには、正当なCommunications Express
メールユーザーが作成許可を持っている必要があります。このためには、ユーザーの
LDAPエントリに mailAllowedServiceAccessまたは mailDomainAllowedServiceAccess

LDAP属性を使用します。これらの属性を使用して、個人またはドメインベースでメール
ユーザーに S/MIMEの使用を許可または拒否できます。

詳細については、712ページの「S/MIME機能の使用を許可する」を参照してください。

S/MIMEを使用するための要件
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複数言語のサポート
メールメッセージに英語のみを使用するCommunications Expressメールユーザーは、中国
語など Latin以外の言語の文字を含む S/MIMEメッセージを読めない場合があります。こ
の理由の 1つは、そのユーザーのマシンにインストールされた Java 2 Runtime Environment
(JRE)には /libディレクトリに charsets.jarファイルがないためです。

デフォルトの JREインストールプロセスを使用して英語版の JREをダウンロードした場
合、charsets.jarファイルはインストールされません。ただし、デフォルトインストー
ルのすべてのその他の言語を選択した場合は、charsets.jarがインストールされます。

charsets.jarファイルが /libディレクトリにインストールされるようにするには、カス
タムインストールを使用して JREの英語版をインストールするようにユーザーに警告し
ます。インストールプロセス時に、ユーザーはその他の言語のサポートオプションを選
択する必要があります。

Messaging Serverのインストール後の作業
この節では、S/MIMEアプレットについて説明し、Communications Expressメール用に
S/MIMEを設定するための基本設定手順を示します。設定手順では、S/MIMEアプレット
のパラメータとMessaging Serverのオプションを設定します。

S/MIMEアプレット
メッセージの署名、メッセージの暗号化、またはメッセージの復号化の処理は、非公開
キーおよび公開キーの確認のためのさまざまな処理とともに、S/MIMEアプレットと呼ば
れる特別なアプレットで処理されます。S/MIME機能の設定は、smime.confファイルに含
まれるパラメータとMessaging Serverのオプションを使って行います。図 20–1に、
S/MIMEアプレットとほかのシステムコンポーネントとの関係を示します。

Messaging Serverのインストール後の作業

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月686



図 20–1S/MIMEアプレット

初めてのログイン
S/MIMEの使用を許可されたCommunications Expressメールユーザーが初めてMessaging
Serverにログインするときには、S/MIMEアプレットについての一連の特別なプロンプト
が表示されます。プロンプトに対して「はい」または「常に」で答えると、S/MIMEアプ
レットがコンピュータにダウンロードされます。アプレットは、ユーザーが
Communications Expressメールからログアウトするまでマシンに残ります。

詳細については、713ページの「証明書の管理」を参照してください。

S/MIMEアプレットのダウンロード
ユーザーのマシンで Java 2 Runtime Environment (JRE)に対してキャッシングが有効に
なっていない限り、ユーザーがCommunications Expressメールにログインするたびに
S/MIMEアプレットがダウンロードされます。キャッシングが有効な場合、初期のダウン
ロード後にユーザーのマシンに S/MIMEアプレットのコピーが保存されるので、ユー
ザーがログインするたびに S/MIMEアプレットをダウンロードしなくてすむようになり
ます。

Messaging Serverのインストール後の作業
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キャッシングはパフォーマンスを向上させるので、Java 2 Runtime Environment、バー
ジョン 1.4.xのキャッシングを有効にするため、次の手順を実行するようにユーザーに指
示できます。

� Java 2RuntimeEnvironment、バージョン1.4のキャッシングを有
効にするには

MicrosoftWindowsの「コントロールパネル」に移動します。

Java Plug-inアイコン (Java 2 Runtime Environment)をダブルクリックします。

「キャッシュ」タブをクリックします。

「キャッシュを有効」チェックボックスにチェックマークを付けます。

「適用」をクリックします。

ダウンロード後は、ユーザーは S/MIMEアプレットを意識することはありません。
メッセージの署名、暗号化、または復号化は、Communications Expressメールによって行
われるようにみえます。エラーメッセージがポップアップ表示されないかぎり、ユー
ザーは非公開キーまたは公開キーを確認するプロセスにも気がつきません。詳細につい
ては、705ページの「非公開キーと公開キーの確認」を参照してください。

基本的な S/MIMEの設定
S/MIMEの設定ファイルの smime.confには、各パラメータの説明と例が含まれていま
す。smime.confファイルはMessaging Serverとともに組み込まれ、msg-svr-base /config/
ディレクトリに存在します。このmsg-svr-baseは、Messaging Serverがインストールされる
ディレクトリです。

次の手順は、S/MIMEの機能を設定するために最小限必要な手順です。

� S/MIMEを設定するには

Messaging Serverのインストール後、Communications Expressメールの基本的な機能が有効
であることを確認します。

まだの場合は、S/MIMEの機能を使用することを許可されているすべてのメールユーザー
のために、標準のX.509 v3形式の証明書付きの非公開鍵と公開鍵のペアを作成または入手
します。

スマートカードをキーおよび証明書に使用する場合は、次のようにします。

a. スマートカードをメールユーザーに配布します。

1

2

3
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3
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b. Communications Expressメールがアクセスされる、各クライアントマシンにスマート
カードの読み取り装置とソフトウェアが適切にインストールされているようにしま
す。

ブラウザのローカルキーストアを使用してキーおよび証明書を保存する場合は、キーの
ペアと証明書をローカルキーストアにダウンロードする方法をメールユーザーに指示し
ます。

スマートカードまたはローカルキーストアをサポートするための正しいライブラリがク
ライアントマシンに存在するようにします。詳細については、704ページの「クライアン
トマシン用のキーアクセスライブラリ」を参照してください。

S/MIMEをサポートするように LDAPディレクトリを設定します。

a. Directory Serverによってアクセス可能な LDAPディレクトリにCAのすべての証明書
を、認証局の識別名で保存します。これらの証明書の LDAP属性は、
cacertificate;binaryです。公開キーと証明書を保存するディレクトリの情報を書き
留めます。この手順のあとのほうでこの情報が必要になります。

LDAPディレクトリ情報の指定例については表 20–3の「trustedurl」を、LDAP
ディレクトリの検索については 713ページの「証明書の管理」を参照してください。

b. Directory Serverによってアクセス可能な LDAPディレクトリに公開キーと証明書を保存
します。公開キーと証明書の LDAP属性は、usercertificate;binaryです。公開キーと
証明書を保存するディレクトリの情報を書き留めます。この手順のあとのほうでこの
情報が必要になります。

LDAPディレクトリ情報の指定例については表 20–3の「certurl」を、LDAPディレク
トリの検索については 713ページの「証明書の管理」を参照してください。

c. S/MIMEメッセージを送受信するすべてのユーザーは、ユーザーエントリで LDAP
フィルタにより S/MIMEを使用することを許可されるようにします。
mailAllowedServiceAccessまたは mailDomainAllowedServiceAccess LDAP属性でフィル
タを定義します。

注:デフォルトでは、mailAllowedServiceAccessまたは
mailDomainAllowedServiceAccessを使用しない場合、smimeを含むすべてのサービスが
利用可能です。これらの属性でサービスを明示的に指定する場合は、サービスの http

および smtp、また smimeを指定して、メールユーザーに S/MIME機能を使用する許可
を与える必要があります。

詳細については、712ページの「S/MIME機能の使用を許可する」を参照してくださ
い。
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使用可能なテキストエディタで smime.confファイルを編集します。パラメータの構文に
ついてはファイルの始めにあるコメントを参照してください。

smime.conf内のすべてのテキストおよび例のパラメータの前には、コメント文字 (#)がつ
いています。必要なパラメータを smime.confに追加するか、パラメータの例をファイル
の別の部分にコピーしてその値を変更できます。例をコピーして編集する場合は、その
行の先頭の #文字を必ず削除してください。

次のパラメータをファイルに追加する場合、各パラメータを別々の行に追加します。

a. trustedurl (表 20–3を参照) -- CAの証明書の場所を特定するための LDAPディレクトリ
情報を設定します。手順 aで書き留めておいた情報を使用します。

b. certurl (表 20–3) --公開キーと証明書の場所を特定するための LDAPディレクトリ情報
を設定します。手順bで書き留めておいた情報を使用します。

c. usersertfilter (表 20–3を参照) -- smime.confファイルに含まれる例の値を設定しま
す。例の値は、ほとんどの場合、必要なフィルタです。例をコピーし、行の先頭の #
文字を削除します。

このパラメータは、Communications Expressメールユーザーのプライマリ、代替、お
よび同等の電子メールアドレスのフィルタ定義を指定し、キーのペアが異なるメール
アドレスに割り当てられるときにユーザーの非公開キーと公開キーのペアのすべてが
見つかるようにします。

d. sslrootcacertsurl (表 20–3を参照) -- S/MIMEアプレットとMessaging Server間の通信リ
ンクに SSLを使用する場合、sslrootcacertsurlにMessaging Serverの SSL証明書の確認
に使用するCAの証明書の場所を特定するための LDAPディレクトリ情報を設定しま
す。詳細については、702ページの「SSLでインターネットリンクを保護する」を参照
してください。

checkoverssl (表 20–3を参照) -- S/MIMEアプレットとMessaging Server間の通信リンク
に SSLを使用しない場合は、0に設定します。

e. crlenable (表 20–3を参照) -- CRLチェックを行うと、smime.confファイルにほかのパラ
メータを追加する必要がある場合があるため、一時的にCRLチェックを無効にするに
は 0に設定します。

f. logindnおよび loginpw (表 20–3) --公開キーとCA証明書が含まれる LDAPディレクトリ
にアクセスするための認証が必要な場合は、これらのパラメータには読み取り権限を
持つ LDAPエントリの識別名とパスワードを設定します。
注: crlmappingurl、sslrootcacertsurl、または trustedurlパラメータによって指定さ
れた LDAP情報で LDAPディレクトリがアクセスされるたびに、logindnおよび
loginpwの値が使用されます。詳細については、694ページの「smime.confファイルの
パラメータ」および 692ページの「公開キー、CA証明書、およびCRLにアクセスす
るための、資格情報を使用した LDAPへのアクセス」を参照してください。

認証で LDAPディレクトリにアクセスする必要がない場合は、logindnおよび loginpw

を設定してはなりません。

7
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次のように configutilでMessaging Serverオプションを設定します。

a. local.webmail.smime.enable -- 1に設定します。

b. local.webmail.cert.enable --証明書をCRLでチェックする場合は、1に設定します。

詳細については、701ページの「Messaging Serverオプション」を参照してください。

これでCommunications Expressメールが S/MIME機能対応に設定されました。次の手順に
従って S/MIME機能が有効であることを確認します。

a. Messaging Serverを再起動します。

b. S/MIMEに関連する診断メッセージを、Messaging Serverログファイルの
msg-svr-base/log/httpで確認します。

c. S/MIMEの問題が検出された場合は、設定パラメータでどのように問題を修正すべきか
判断するのに診断メッセージが役立ちます。

d. 必要な設定パラメータを訂正します。

e. Messaging Serverのログファイルに S/MIMEの診断メッセージがなくなるまで手順 a.～
d.を繰り返します。

f. 次の手順に従って S/MIME機能が有効であることを確認します。

i. クライアントマシンからMessaging Serverにログインします。S/MIMEアプレット用
の特別なプロンプトに対して「はい」または「常に」で答えます。詳細について
は、713ページの「証明書の管理」を参照してください。

ii. 自分宛の短いメッセージを作成します。

iii. 「作成」ウィンドウの下部の「暗号化」チェックボックスのチェックマークがま
だ付いていない場合は付けて、メッセージを暗号化します。

iv. 「送信」をクリックして、暗号化したメッセージを自分自身に送信します。これ
は、キーおよび証明書のほとんどのメカニズムを実際に使用します。

v. 暗号化されたメッセージの問題が検出された場合、もっともよくある原因は
smime.confファイル内の LDAPディレクトリに使用した値や LDAPディレクトリへ
のキーおよび証明書の保存方法に関するものです。診断メッセージの詳細につい
ては、Messaging Serverログを確認してください。

次の表に要約された残りの S/MIMEパラメータは、S/MIME環境をさらに設定する
ために使用できる多くのオプションを提供します。パラメータについては、694
ページの「smime.confファイルのパラメータ」を参照してください。

8
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S/MIMEの必須パラメータ
スマートカードおよびローカル
キーストアのパラメータ CRLチェックのパラメータ

初期設定とセキュリティー保護さ
れたリンクのパラメータ

certurl* platformwin checkoverssl alwaysencrypt

logindn crlaccessfail alwayssign

loginpw crldir sslrootcacertsurl

trustedurl* crlenable

usercertfilter* crlmappingurl

crlurllogindn

crlurlloginpw

crlusepastnextupdate

readsigncert

revocationunknown

sendencryptcert

sendencryptcertrevoked

readsigncert

sendsigncertrevoked

timestampdelta

*これらのパラメータにはデフォルト値がないので、値を指定する必要がありま
す。

公開キー、CA証明書、およびCRLにアクセスする
ための、資格情報を使用した LDAPへのアクセス
S/MIMEに必要な公開キー、CA証明書、およびCRLは、LDAPディレクトリに保存され
ます (前の節を参照)。キー、証明書、およびCRLには、LDAPの 1つのURLまたは複数の
URLからアクセスできます。たとえば、CRLを 1つのURLに、公開キーと証明書を別の
URLに保存できます。Messaging Serverでは、必要なCRLまたは証明書情報をどのURLに
含めるか、またそれらのURLへアクセスできるエントリのDNおよびパスワードも指定
できます。それらのDN/パスワードの資格情報はオプションです。いずれも指定しない
場合、LDAPはまずHTTPサーバーの資格情報でアクセスを試み、それが失敗した場合
は、anonymousでのアクセスを試みます。

次の smime.confの資格情報パラメータの 2つのペアを設定して、必要なURLにアクセス
できます。logindnと loginpw、および crlurllogindnと crlurlloginpw。
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logindnと loginpwは、smime.confに含まれるすべてのURLに使用される資格情報です。
certurlおよび trustedurlパラメータによって指定された公開キー、公開キーの証明書、
およびCA証明書の読み取り権限がある LDAPエントリのDNおよびパスワードを指定し
ます。

crlurllogindnおよび crlurlloginpwは、マッピングテーブルから得られるURLに対する
読み取り権限がある LDAPエントリのDNおよびパスワードを指定します (詳細は、708
ページの「CRLへのアクセス」を参照)。それらの資格情報が受け入れられない場合、
LDAPアクセスは拒否され、その他の資格情報での再試行は行われません。パラメータは
両方とも指定するか、または両方とも空である必要があります。これらのパラメータ
は、証明書から直接得られるURLには適用されません。

特定のURLのパスワードの設定
Messaging Serverでは、次の smime.confURLにアクセスするためのDNとパスワードのペ
アを具体的に定義することができます。certUrl、trustedUrl、crlmappingUrl、
sslrootcacertsUrl。

構文は次のとおりです。

url_type URL[ |URL_DN | URL_password]

次に例を示します。

trustedurl==ldap://mail.siroe.com:389/cn=Directory Manager, ou=people,

o=siroe.com,o=ugroot?cacertificate?sub?(objectclass=certificationauthority) |

cn=Directory manager | boomshakalaka

LDAP資格情報の使用の要約
この節では、LDAP資格情報の使用について簡単に説明します。

� すべての LDAP資格情報はオプションです。いずれも指定しない場合、LDAPはまず
HTTPサーバーの資格情報でアクセスを試み、それが失敗した場合は、anonymousでの
アクセスを試みます。

次のように、指定できる 2組のURLに対する資格情報として smime.confパラメータの
2つのペアが使用されます。
logindn& loginpw - smime.conf内のすべてのURL
crlurllogindn& crlurlloginpw -マッピングテーブルからのすべてのURL
これらは、デフォルトの LDAP資格情報ペアと呼ばれます。

� smime.confに、または対応するCRLURLを介して指定されたURLには、オプション
のローカル LDAP資格情報ペアが指定されます。

� 資格情報は、それぞれ次のように指定された順序でチェックされます。

1)ローカル LDAP資格情報ペア -指定された場合、1つのみが試みられます
2)デフォルトの LDAP資格情報ペア -指定された際に、ローカル LDAP資格情報ペア
がない場合は、1つのみが試みられます
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3)サーバー -ローカル LDAP資格情報ペアもデフォルトの LDAP資格情報ペアも指定
されない場合、最初に試みられます

4) anonymous -サーバーに障害が発生するか、またはいずれも指定されない場合にの
み、最後に試みられます

� URLにローカル LDAP資格情報のペアが指定された場合、それがまず使用され、アク
セスが失敗した場合は、アクセスが拒否されます。

� URLにローカル LDAP資格情報ペアが指定されない場合、対応するデフォルトの
LDAP資格情報ペアが使用されます。アクセスが失敗した場合は、アクセスが拒否さ
れます。

smime.confファイルのパラメータ
smime.confファイルはMessaging Serverとともに組み込まれ、msg-svr-base/config/ディレ
クトリに存在します。このmsg-svr-baseは、Messaging Serverがインストールされるディレ
クトリです。ファイルに含まれるすべてのテキストおよびパラメータの例の前には、コ
メント文字 (#)がついています。

値を指定したパラメータを smime.confファイルに追加するか、またはパラメータの例を
編集できます。例を使用する場合、例をファイルの別の部分にコピーし、パラメータの
値を編集し、行の先頭の #文字を削除します。

Messaging Serverをインストールしたあとに、使用可能なテキストエディタで smime.conf

を編集します。表 20–3に説明があるパラメータには、大文字と小文字の区別がなく、特
に指定されていないかぎり、設定する必要はありません。

表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ

パラメータ 目的

alwaysencrypt S/MIMEを使用する許可が与えられているすべてのCommunications Expressメールユー
ザーのためにすべての送信メッセージを自動的に暗号化するかどうかの初期設定を制御
します。各Communications Expressメールユーザーは、表 20–5に説明があるチェック
ボックスを使用して、各自のメッセージに対してこのパラメータの値を無効にできま
す。

次の値のいずれかを選択します。

0 -メッセージを暗号化しません。Communications Expressメールでは暗号化チェック
ボックスのチェックマークが付いていない状態で表示されます。これがデフォルトで
す。

1 -メッセージを常に暗号化します。Communications Expressメールでは暗号化チェック
ボックスのチェックマークが付いている状態で表示されます。

次に例を示します。

alwaysencrypt==1
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表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ (続き)
パラメータ 目的

alwayssign S/MIMEを使用する許可が与えられているすべてのCommunications Expressメールユー
ザーのためにすべての送信メッセージに自動的に署名を付けるかどうかの初期設定を制
御します。各Communications Expressメールユーザーは、表 20–5に説明があるチェック
ボックスを使用して、各自のメッセージに対してこのパラメータの値を無効にできま
す。

次の値のいずれかを選択します。

0 -メッセージに署名しません。Communications Expressメールでは署名チェックボック
スのチェックマークが付いていない状態で表示されます。これがデフォルトです。

1 -メッセージに常に署名します。Communications Expressメールでは署名チェック
ボックスのチェックマークが付いている状態で表示されます。

次に例を示します。

alwaysensign==1

certurl Communications Expressメールユーザーの公開キーおよび証明書の場所を特定するため
の LDAPディレクトリ情報を指定します。公開キーの LDAP属性は、
usercertificate;binaryです。証明書については、713ページの「証明書の管理」を参
照してください。

このパラメータは、Messaging Serverがサービスを提供するすべてのユーザーが含まれ
る LDAPディレクトリ情報ツリーのユーザー/グループの最上位のノードを指す必要が
あります。これは、複数のドメインがあるサイトでは特に重要になります。識別名は、
1つのドメインのユーザーが含まれるサブツリーではなく、ユーザー/グループツリーの
ルートの識別名である必要があります。

このパラメータの設定は必須です。

次に例を示します。

certurl==ldap://mail.siroe.com:389/ou=people,o=siroe.com,o=ugroot

checkoverssl キーの証明書をCRLでチェックするときに SSL通信リンクを使用するかどうかを制御し
ます。詳細については、702ページの「SSLでインターネットリンクを保護する」を参
照してください。

次の値のいずれかを選択します。

0 - SSL通信リンクを使用しません。

1 - SSL通信リンクを使用します。これがデフォルトです。

CRLチェックが有効な場合に、プロキシサーバーを使用すると、問題が発生する場合が
あります。詳細については、709ページの「プロキシサーバーとCRLチェック」を参照
してください。
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表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ (続き)
パラメータ 目的

crlaccessfail CRLへのアクセスを複数回試行し、アクセスに失敗したあとに、Messaging Serverが再
びアクセスを試みるまでの待機時間を指定します。このパラメータにはデフォルト値が
ありません。

構文:

crlaccessfail==number_of_failures :time_period_for_failures: wait_time_before_retry

各項目の説明

number_of_failuresは、time_period_for_failuresによって指定された時間間隔の間に
Messaging ServerがCRLへのアクセスを失敗できる回数です。値は、0よりも大きくする
必要があります。

time_period_for_failuresは、Messaging Serverが失敗したCRLへのアクセス試行を数える
秒単位の期間です。値は、0よりも大きくする必要があります。

wait_time_before_retryは、指定された時間間隔に、失敗した試行回数が限度に達したこ
とを検出してから、Messaging Serverが再度CRLへのアクセスを試みる前に、待つ秒数
です。値は、0よりも大きくする必要があります。

次に例を示します。

crlaccessfail==10:60:300

この例では、Messaging ServerはCRLへのアクセスを 1分以内に 10回失敗します。その
後、5分待ってから、再びCRLへのアクセスを試みます。詳細については、711ページ
の「CRLへのアクセスの問題」を参照してください。

crldir Messaging ServerがCRLをダウンロードするディスク上のディレクトリ情報を指定しま
す。デフォルトは、msg-svr-base/data/store/mboxlistであり、ここの msg-svr-baseは
Messaging Serverがインストールされたディレクトリです。詳細については、709ページ
の「古いCRLの使用」を参照してください。

crlenable 証明書をCRLでチェックするかどうかを制御します。一致するものがある場合は、証
明書は失効したとみなされます。smime.confファイルの send*revokedパラメータの値
は、証明書が失効したキーをCommunications Expressメールが拒否するか、または使用
するかどうかを決定します。詳細については、705ページの「非公開キーと公開キーの
確認」を参照してください。

次の値のいずれかを選択します。

0 -各証明書をCRLでチェックしません。

1 -各証明書をCRLでチェックします。これがデフォルトです。Messaging Serverの
local.webmail.cert.enableオプションを 1に設定するようにします。そのようにしな
いと、crlenableが 1に設定されてもCRLチェックは行われません。
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表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ (続き)
パラメータ 目的

crlmappingurl CRLマッピング定義の場所を特定するための LDAPディレクトリ情報を指定します。こ
のパラメータは、マッピング定義がある場合にのみ必要です。詳細については、
708ページの「CRLへのアクセス」を参照してください。URLへアクセスするための
DNおよびパスワードを追加することもできます。

構文:

crlmappingurlURL [|URL_DN | URL_password ]

次に例を示します。

crlmappingurl==ldap://mail.siroe.com:389/cn=XYZ Messaging,

ou=people, o=mail.siroe.com,o=isp?msgCRLMappingRecord?sub?(

objectclass=msgCRLMappingTable) | cn=Directory Manager | pAsSwOrD

crlurllogindn CRLマッピング定義に対する読み取り権限がある LDAPエントリの識別名を指定します
(エントリが証明書から直接のものでない場合の詳細は、904ページの「CRLへのアクセ
ス」を参照)。

crllogindnおよび crlloginpwの値を指定しない場合は、Messaging Serverは LDAP
ディレクトリにアクセスするためにHTTPサーバーに対するログイン値を使用します。
それが失敗した場合、Messaging Serverは匿名で LDAPディレクトリへのアクセスを試み
ます。

次に例を示します。

crllogindn==cn=Directory Manager

crlurlloginpw crllogindnパラメータの識別名に対するパスワードをASCIIテキストで指定します。

crllogindnおよび crlloginpwの値を指定しない場合は、Messaging Serverは LDAP
ディレクトリにアクセスするためにHTTPサーバーに対するログイン値を使用します。
それが失敗した場合、Messaging Serverは匿名で LDAPディレクトリへのアクセスを試み
ます。

次に例を示します。

crlloginpw==zippy

crlusepastnextupdate 現在の日付がCRLの次の更新日フィールドに指定された日付を過ぎたときにCRLを使
用するかどうかを制御します。詳細については、709ページの「古いCRLの使用」を参
照してください。

次の値のいずれかを選択します。

0 -古いCRLを使用しません。

1 -古いCRLを使用します。これがデフォルトです。
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表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ (続き)
パラメータ 目的

logindn certurlおよび trustedurlパラメータによって指定された LDAPディレクトリにある公
開キーおよび公開キーの証明書、またCA証明書の読み取り権限がある LDAPエントリ
の識別名を指定します。

logindnおよび loginpwの値が指定されない場合は、Messaging Serverは LDAPディレク
トリにアクセスするためにHTTPサーバーに対するログイン値を使用します。それが失
敗した場合、Messaging Serverは匿名で LDAPディレクトリへのアクセスを試みます。

次に例を示します。

logindn==cn=Directory Manager

loginpw logindnパラメータの識別名に対するパスワードをASCIIテキストで指定します。

logindnおよび loginpwの値が指定されない場合は、Messaging Serverは LDAPディレク
トリにアクセスするためにHTTPサーバーに対するログイン値を使用します。それが失
敗した場合、Messaging Serverは匿名で LDAPディレクトリへのアクセスを試みます。

次に例を示します。

loginpw==SkyKing

platformwin MicrosoftWindowsプラットフォームでスマートカードまたはローカルキーストアを使
用するときに必要なライブラリ名を 1つ以上指定します。クライアントマシンでデ
フォルト値ではうまくいかない場合にのみこのパラメータを変更します。デフォルトは
次のとおりです。

platformwin==CAPI:library=capibridge.dll;

詳細については、704ページの「クライアントマシン用のキーアクセスライブラリ」を
参照してください。

readsigncert メッセージを読むときに S/MIMEデジタル署名を確認するために、公開キーの証明書を
CRLでチェックするかどうかを制御します。非公開キーを使用してメッセージのデジタ
ル署名を作成しますが、非公開キーをCRLでチェックすることはできないので、非公
開キーに関連付けられた公開キーの証明書がCRLでチェックされます。詳細について
は、705ページの「非公開キーと公開キーの確認」を参照してください。

次の値のいずれかを選択します。

0 -証明書をCRLでチェックしません。

1 -証明書をCRLでチェックします。これがデフォルトです。
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表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ (続き)
パラメータ 目的

revocationunknown 証明書をCRLでチェックしたときに、あいまいなステータスが返された場合に実行す
るアクションを決定します。この場合、証明書のステータスが有効または失効のどちら
であるかは確かでありません。詳細については、705ページの「非公開キーと公開キー
の確認」を参照してください。

次の値のいずれかを選択します。

ok -証明書が有効であるとして扱います。

revoked -証明書が失効しているとして扱います。これがデフォルトです。

sendencryptcert 送信メッセージの暗号化に使用する公開キーの証明書を使用する前にCRLでチェック
するかどうかを制御します。詳細については、705ページの「非公開キーと公開キーの
確認」を参照してください。

次の値のいずれかを選択します。

0 -証明書をCRLでチェックしません。

1 -証明書をCRLでチェックします。これがデフォルトです。

sendencryptcertrevoked 送信メッセージの暗号化に使用した公開キーの証明書が失効した場合に実行するアク
ションを決定します。詳細については、705ページの「非公開キーと公開キーの確認」
を参照してください。

次の値のいずれかを選択します。

allow -公開キーを使用します。

disallow -公開キーを使用しません。これがデフォルトです。

sendsigncert 送信メッセージのデジタル署名の作成に非公開キーを使用できるかどうかを判断するた
めに、公開キーの証明書をCRLでチェックするかどうかを制御します。デジタル署名
に非公開キー使用をしますが、非公開キーをCRLでチェックすることはできないの
で、非公開キーに関連付けられた公開キーの証明書がCRLでチェックされます。詳細
については、705ページの「非公開キーと公開キーの確認」を参照してください。

次の値のいずれかを選択します。

0 -証明書をCRLでチェックしません。

1 -証明書をCRLでチェックします。これがデフォルトです。

smime.confファイルのパラメータ
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表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ (続き)
パラメータ 目的

sendsigncertrevoked 非公開キーのステータスが失効であると判断されたときに実行するアクションを決定し
ます。非公開キーを使用してメッセージのデジタル署名を作成しますが、非公開キーを
CRLでチェックすることはできないので、非公開キーに関連付けられた公開キーの証明
書がCRLでチェックされます。公開キーの証明書が失効すると、対応する非公開キー
も失効します。詳細については、705ページの「非公開キーと公開キーの確認」を参照
してください。

次の値のいずれかを選択します。

allow -失効ステータスの非公開キーを使用します。

disallow -失効ステータスの非公開キーを使用しません。これがデフォルトです。

sslrootcacertsurl Messaging Serverの SSL証明書を確認するために使用される有効なCAの証明書の場所を
特定するための識別名と LDAPディレクトリ情報を指定します。Messaging Serverで SSL
が有効である場合には、これは必須のパラメータです。詳細については、702ページ
の「SSLでインターネットリンクを保護する」を参照してください。

クライアントアプリケーションからすべての要求を受信するプロキシサーバーに対する
SSL証明書を持っている場合、それらの SSL証明書のCA証明書もこのパラメータが指
す LDAPディレクトリに存在する必要があります。

URLへアクセスするためのDNおよびパスワードを追加することもできます。

構文:

crlmappingurlURL [|URL_DN | URL_password ]

次に例を示します。

sslrootcacertsurl==ldap://mail.siroe.com:389/cn=SSL Root CA

Certs,ou=people,o=siroe.com,o=isp? cacertificate;binary?base?

(objectclass=certificationauthority)|cn=Directory Manager |

pAsSwOrD

timestampdelta 公開キーの証明書をCRLでチェックするときにメッセージの送信時間または受信時間
のどちらを使用するかを決定するために使用する秒単位の時間間隔を指定します。

このパラメータのデフォルト値の 0は、常に受信時間を使用するようにCommunications
Expressメールに指示します。詳細については、710ページの「使用するメッセージ時刻
の判断」を参照してください。

次に例を示します。

timestampdelta==360

smime.confファイルのパラメータ
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表 20–3 smime.confファイルの S/MIME設定パラメータ (続き)
パラメータ 目的

trustedurl 有効なCAの証明書の場所を特定するための識別名と LDAPディレクトリ情報を指定し
ます。これは必須のパラメータです。

URLへアクセスするためのDNおよびパスワードを追加することもできます。

構文:

crlmappingurlURL [|URL_DN | URL_password ]

次に例を示します。

trustedurl==ldap://mail.siroe.com:389/cn=Directory Manager,

ou=people, o=siroe.com,o=ugroot?cacertificate?sub?

(objectclass=certificationauthority)|cn=Directory Manager

| pAsSwOrD

usercertfilter Communications Expressメールユーザーのプライマリ、代替、および同等の電子メール
アドレスのフィルタ定義を指定し、キーのペアが異なるメールアドレスに割り当てられ
るときにユーザーの非公開キーと公開キーのペアのすべてが見つかるようにします。

このパラメータは必須であり、デフォルト値がありません。

Messaging Serverオプション
S/MIMEに適用する 3つのMessaging Serverオプションを設定するには、Messaging Server
がインストールされたマシンで次の手順を実行します。

� S/MIMEに適用するMessaging Serverオプションを
設定するには

rootとしてログインします。次に、次のように入力します。

# cd msg-svr-base/sbin

msg-svr-baseはMessaging Serverがインストールされたディレクトリです。

次の表に説明があるMessaging Serverオプションをシステムの要件に応じて設定します。
次のオプションを設定するには、configutilユーティリティーを使用します。別途記載
がないかぎり、オプションを設定する必要はありません。

1

2

Messaging Serverオプション
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パラメータ 目的

local.webmail.cert.enable CRLチェックを処理するプロセスがCRLチェックを実行
すべきかどうかを制御します。

0 -プロセスは証明書をCRLでチェックしません。これが
デフォルトです。

1 -プロセスは証明書をCRLでチェックします。1に設定す
るときには、smime.confファイルの crlenableパラメータ
も 1に設定します。

local.webmail.cert.port CRL通信に使用するためにMessaging Serverが実行される
マシンのポート番号を指定します。このポートは、そのマ
シンのみにローカルに使用されます。値は、1024よりも大
きくする必要があります。デフォルトは 55443です。

デフォルトのポート番号がすでに使用されている場合は、
これは必須のオプションです。

local.webmail.smime.enable Communications Expressメールユーザーが S/MIME機能を
使用できるかどうかを制御します。次の値のいずれかを選
択します。

0 -システムが適切なソフトウェアおよびハードウェアコ
ンポーネントで構成されている場合でも、Communications
Expressメールユーザーは S/MIME機能を使用できません。
これがデフォルトです。

1 - S/MIME機能の使用を許可されているCommunications
Expressメールユーザーが S/MIME機能を使用できます。

次に例を示します。

configutil -o local.webmail.smime.enable -v 1

SSLでインターネットリンクを保護する
次の表に要約されているように、Messaging ServerではCommunications Expressメールに影
響するインターネットリンクのために Secure Socket Layer (SSL)をサポートしています。

リンク 説明

Messaging Serverと
Communications Expressメール
間

このリンクを SSLで保護するには、Messaging Serverの管理作業が必要です。
Communications Expressメールユーザーは、ブラウザでMessaging Serverに対するURL
情報を入力するときに、HTTPではなく、HTTPSプロトコルを使用する必要がありま
す。

詳細については、703ページの「Messaging ServerとCommunications Expressメール間の
リンクを保護する」を参照してください。

SSLでインターネットリンクを保護する
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リンク 説明

Messaging Serverと S/MIMEア
プレットの間

公開キーの証明書をCRLでチェックするときには、S/MIMEアプレットはMessaging
Serverと直接通信する必要があります。SSLでリンクを保護する場合は、smime.conf

ファイルの sslrootcacertsurlおよび checkoversslを設定することに加えて、
Messaging Serverの管理作業が必要になります。

詳細については、703ページの「Messaging Serverと S/MIMEアプレット間のリンクを
保護する」を参照してください。

Messaging ServerとCommunications Expressメール
間のリンクを保護する
Messaging ServerはMessaging ServerとCommunications Expressメール間のインターネット
リンクに対する Secure Socket Layer (SSL)の使用をサポートします。Messaging ServerをSSL
用に設定したら、Communications Expressを SSL用に設定します。詳細については、
『Sun Java SystemCommunications Express 6 2005Q4管理ガイド』を参照してください。
Communications Expressメールユーザーは、次のようにブラウザにHTTPSプロトコルで
Communications Express URLを指定します。

HTTPS://hostname.domain:secured_port

HTTPプロトコル (HTTP://hostname.domain:unsecure_port)は使用しません。
Communications Expressのログインウィンドウが表示されると、リンクが保護されている
ことを示すロックアイコンがウィンドウの下部のロックされた位置に表示されます。

Messaging Serverの SSL設定情報については、651ページの「暗号化と証明書に基づく認証
を構成する」を参照してください。

Messaging Serverと S/MIMEアプレット間のリンク
を保護する
公開キーの証明書をCRLでチェックするときには、S/MIMEアプレットはMessaging
Serverと直接通信する必要があります。

� SSLで通信リンクを保護するには

SSLに対応するようにMessaging Serverを設定する管理作業を実行します。詳細について
は、651ページの「暗号化と証明書に基づく認証を構成する」を参照してください。

ルートの SSLCA証明書の場所を特定するための情報を指定するために smime.confファイ
ルの sslrootcacertsurlパラメータを設定します。それらのCA証明書は、Messaging
Serverと S/MIMEアプレット間に SSLリンクが確立されたときにMessaging Serverの SSL証
明書を確認するために使用されます。

1

2

SSLでインターネットリンクを保護する
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smime.confファイルの checkoversslパラメータに 1を設定します。このMessaging Server
オプションは、Messaging Serverと S/MIMEアプレット間のリンクに SSLを使用するかどう
かを決定します。Communications ExpressメールユーザーがMessenger ServerのURLをどの
ように指定しようと (HTTPまたは HTTPS)、checkoversslが 1に設定されると、Messaging
Serverと S/MIMEアプレット間のリンクは SSLで保護されます。

注 –Messaging Serverと、Communications Expressメールなどのクライアントアプリケー
ション間にはプロキシサーバーを使用できます。保護されたまたは保護されていない通
信リンクとプロキシサーバーの使用方法については、709ページの「プロキシサーバーと
CRLチェック」を参照してください。

クライアントマシン用のキーアクセスライブラリ
メールユーザーが非公開キーと公開キーのペアおよび証明書をスマートカードまたはブ
ラウザのローカルキーストアのどちらに保存しようと、その保存方法をサポートするた
めに、クライアントマシンにキーアクセスライブラリが存在する必要があります。

ライブラリは、スマートカードおよびブラウザのベンダーが提供します。適切なライブ
ラリがクライアントマシンに存在するようにし、smime.confファイルに適切なプラット
フォームパラメータでライブラリ名を指定します。選択できるパラメータを次に示しま
す。

� PCで稼働するMicrosoftWindowsの場合は platformwin

クライアントマシンにインストールされていることがわかっているライブラリのみを指
定できます。何がインストールされているかわからない場合は、特定のプラットフォー
ムおよびベンダー用のすべてのライブラリ名を指定できます。S/MIMEアプレットが指定
されたライブラリ名に必要なライブラリを見つけることができない場合は、S/MIMEは機
能しません。

1つまたは複数のライブラリファイル名を指定するための構文は、次のとおりです。

platform_parameter==vendor:library=library_name;...

各項目の説明

platorm_parameterは、Communications Expressメールにアクセスするクライアントマシン
のプラットフォーム用のパラメータ名です。次の名前が選択可能です。platformwin

vendorは、スマートカードまたはブラウザのベンダーを指定します。次のリテラルのい
ずれかを選択します。

cac (ActivCardまたはNetSignスマートカードの場合)

capi (CAPIを使用する Internet Explorerの場合)

mozilla (ネットワークセキュリティーサービスを使用するMozillaの場合)

3

クライアントマシン用のキーアクセスライブラリ
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library_nameは、ライブラリファイル名を指定します。使用しているベンダーおよびオペ
レーティングシステムのライブラリ名については、表 20–4を参照してください。

表 20–4クライアントマシン用の特別なライブラリ

スマートカードまたはブラウザのベンダー オペレーティングシステム ライブラリファイル名

MicrosoftWindows acpkcs211.dll

CryptographicApplication Programming
Interface (CAPI)を使用する Internet
Explorer

MicrosoftWindows capibridge.dll

MicrosoftWindows softokn3.dll

MicrosoftWindows core32.dll

例
次の例では、MicrosoftWindowsプラットフォーム用のスマートカードライブラリを 1
つ、Internet Explorerライブラリを 1つ、およびMozillaライブラリを 1つ指定していま
す。

platformwin==CAC:library=acpkcs211.dll;CAPI:library=capibridge.dll;

MOZILLA:library=softokn3.dll;

非公開キーと公開キーの確認
Communications Expressメールは、図 20–2に示された確認テストに合格してからでない
と、非公開キーも公開キーも使用できません。この節の以下の部分では、公開キーの証
明書をCRLでチェックする方法の詳細について説明します。

非公開キーと公開キーの確認
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図 20–2非公開キーと公開キーの確認

ユーザーの非公開キーまたは公開キーを見つける

非公開キーと公開キーの確認
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1人のCommunications Expressメールユーザーが複数の非公開および公開キーのペアおよ
び複数の電子メールアドレス (プライマリ、代替、またはエイリアスアドレス)を持つ場
合は、それぞれのキーがそれぞれのアドレスに関連付けられている可能性があります。
その場合、S/MIMEアプレットが確認のためにすべてのキーを見つけることができること
が重要です。smime.confファイルで usercertfilterパラメータを使用して、公開キーの
証明書をCRLでチェックする時にキーの所有者のメールアドレスのリストを作成する
フィルタを定義します。詳細については、694ページの「smime.confファイルのパラメー
タ」の「usercerfilter」を参照してください。

証明書がCRLでチェックされるタイミング
証明書失効リスト、すなわちCRLは、キーのペアおよび証明書を発行するCAが管理す
る失効した証明書のリストのことです。CRLチェックを有効にすると、証明書が要求さ
れるたびに、その証明書が失効しているかどうかを確認するためにシステムがCRLを
チェックします。

smime.confファイルで crlenableに 1を設定すると、有効期限が切れていないキーが見つ
かるとCRLテストが実行されます。公開キーの証明書は、CRLでチェックされます。各
CAのCRLは 1つのみですが、同じCRLが異なる場所に存在することは可能です。

S/MIMEアプレットがMessaging Serverにチェックの要求を送信すると、Messaging Server
でCRLによる証明書のチェックが実行されます。公開キーの証明書は、公開キーの検証
に使用されます。非公開キーは公開されず、そのキーの所有者のみが使用するため、非
公開キーをCRLで直接チェックすることはできません。非公開キーが有効であるかどう
かを確認するには、キーのペアの公開キーの証明書が使用されます。公開キーの証明書
がCRLテストに合格すると、関連する非公開キーもテストに合格します。

証明書の所有者が所属組織の一員でなくなったため、またはスマートカードを失くした
ためなど、証明書の失効はさまざまな理由で発生します。

証明書をCRLでチェックする必要がある状況には次の 3つがあります。

� 送信メッセージが署名されているとき

S/MIMEアプレットは、sendsigncertに 0が、または crlenableに 0が設定されていな
いかぎり、常にこのチェックを実行します。

� 着信署名付きメッセージを読むとき

S/MIMEアプレットは、readsigncertに 0が、または crlenableに 0が設定されていな
いかぎり、常にこのチェックを実行します。

� 送信メッセージが暗号化されているとき

S/MIMEアプレットは、sendencryptcertに 0が、または crlenableに 0が設定されて
いないかぎり、常にこのチェックを実行します。

非公開キーと公開キーの確認
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CRLへのアクセス
証明書には、配布点と呼ばれる 0個以上のURLが含まれています。Messaging Serverは、
配布点を使用してCRLを検索します。証明書にCRLURLが含まれていない場合、証明書
をCRLでチェックすることはできず、本当のステータスがわからない状態で非公開キー
または公開キーがメッセージの署名や暗号化に使用されます。

Messaging Serverが利用できるすべてのURLを試行してもCRLを見つけることもアクセス
することもできない場合は、証明書のステータスは不明になります。不明ステータスの
非公開キーまたは公開キーを使用するかどうかは、revocationunknownの設定によって決
定されます。

各CAにはCRLが 1つのみサポートされますが、同じCRLの複数のコピーは、ユーザー
の公開キーの証明書の異なるURLで示される異なる場所に存在できます。Messaging
Serverは、CRLにアクセスできるようになるまで、証明書のすべてのURLロケーション
を試行します。

アクセスを最適化するために、最新のCRLをCAから必要な場所に定期的にダウンロー
ドして、複数のCRLのコピーを管理できます。証明書に埋め込まれたURLを変更するこ
とはできませんが、CRL情報が含まれる新しいURLへ証明書内のURLをマッピングし
て、Messaging Serverが新しいCRLの場所を使用するようにリダイレクトできます。次の
構文を使用して LDAPディレクトリ上に 1つ以上のマッピング定義のリストを作成します
(表 20–3の「crlmappingurl」を参照)。

msgCRLMappingRecord=url_in_certificate==new_url[|url_login_DN|url_login_password]

url_in_certificateは、CRLを検索するための古い情報が含まれる、証明書内のURLです。
new_urlは、新しいCRL情報が含まれる新しいURLです。url_login_DNおよび
url_login_passwordは new_urlへのアクセスを許可されたエントリのDNおよびパスワード
です。両方ともオプションであり、指定した場合、新しいURLのアクセスにのみ使用さ
れます。

DNおよびパスワードが受け入れられない場合、LDAPアクセスは拒否され、その他の資
格情報での再試行は行われません。これらのログイン資格情報は、LDAPURLに対しての
み有効です。smmime.confで crlurllogindnおよび crlurlloginpwを使用する場合は、
マッピングレコードにログインのDNおよびパスワードを指定する必要はありません。
詳細については、692ページの「公開キー、CA証明書、およびCRLにアクセスするため
の、資格情報を使用した LDAPへのアクセス」を参照してください。

マッピングには 1層のみが許されます。証明書内の異なるURLを同一の新しいURLに
マッピングできますが、証明書の 1つのURLに複数の新しいURLを割り当てることはで
きません。たとえば、次のマッピングリストは無効です。

msgCRLMappingRecord=URL12==URL45

msgCRLMappingRecord=URL12==URL66

msgCRLMappingRecord=URL12==URL88

msgCRLMappingRecord=URL20==URL90

msgCRLMappingRecord=URL20==URL93

非公開キーと公開キーの確認
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次の例は、正しいマッピングリストです。

msgCRLMappingRecord=URL12==URL45

msgCRLMappingRecord=URL14==URL66

msgCRLMappingRecord=URL88==URL66

msgCRLMappingRecord=URL201==URL90

msgCRLMappingRecord=URL202==URL93

LDAPディレクトリにマッピング定義を作成したら、smime.confファイルで
crlmappingurlを使用してマッピング定義の場所を特定するためのディレクトリ情報を指
定します。詳細については、694ページの「smime.confファイルのパラメータ」を参照し
てください。

プロキシサーバーとCRLチェック
システムでクライアントアプリケーションとMessaging Server間にプロキシサーバーを使
用する場合、CRLチェックを実行するように適切に S/MIMEアプレットを設定しても
CRLチェックが妨げられることがあります。この問題が発生すると、Communications
Expressメールのユーザーは、有効なキーの証明書に対する失効または不明ステータスを
警告するエラーメッセージを受信します。

次の状態は、問題が生じる原因になります。

� 次の設定値でCRLチェックが要求される

� smime.confファイルで crlenableパラメータが 1に設定されている
� Messaging Serverの local.webmail.cert.enableオプションが 1に設定されている

� S/MIMEアプレットとプロキシサーバー間の通信リンクが SSLで保護されていない
が、smime.confファイルで checkoversslパラメータが 1に設定されているので、
S/MIMEアプレットが保護されたリンクを要求する

この問題を解決するには、以下を実行します。

1. クライアントマシンとプロキシサーバー間の通信リンクを SSLで保護されたリンクに
設定し、設定値はすべてそのままにします。または、

2. 通信リンクを保護しない状態で、checkoversslに 0を設定します。

詳細については、702ページの「SSLでインターネットリンクを保護する」を参照してく
ださい。

古いCRLの使用
S/MIMEアプレットがMessaging Serverにチェックの要求を送信すると、Messaging Server
でCRLによる証明書のチェックが実行されます。証明書をチェックするたびにCRLをメ
モリーにダウンロードするのではなく、Messaging ServerはCRLのコピーをディスクにダ
ウンロードして、そのコピーを証明書のチェックに使用します。すべてのCRLには、日
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付を指定する次の更新日フィールドがあります。この日付以降は、最新のバージョンの
CRLを使用する必要があります。次の更新日は、CRLの期限切れ日または使用の時間制
限とみなすことができます。次の更新日を過ぎたCRLは、古いものとみなされ、
Messaging Serverが証明書を次回チェックするときに最新バージョンのCRLをダウンロー
ドするようにします。

S/MIMEアプレットが証明書をCRLでチェックするように要求するたびに、Messaging
Serverは次のことを実行します。

1. 現在の日付をCRLの次の更新日と比較します。
2. CRLが古くなった場合は、Messaging Serverは最新バージョンのCRLをダウンロードし
てディスク上の古いCRLを置き換え、チェックを続けます。ただし、最新のCRLが見
つからない、またはダウンロードできない場合は、smime.confファイルの
crlusepastnextupdateの値によって何を行うべきかを判断します。

3. crlusepastnextupdateが 0に設定されている場合、古くなったCRLは使用されず、問
題の証明書のステータスはあいまいになります。S/MIMEアプレットは、smime.conf

の revocationunknownの値によって次に実行すべきことを判断します。

a. revocationunknownに okが設定されている場合は、証明書を有効とみなし、非公開
キーまたは公開キーを使用してメッセージの署名や暗号化が行われます。

b. revocationunknownに revokedが設定されている場合は、証明書を無効とみなし、
メッセージの署名や暗号化には非公開キーも公開キーも使用せず、キーを使用で
きないことをポップアップエラーメッセージでメールユーザーに警告します。

crlusepastnextupdateに 1が設定されている場合は、S/MIMEアプレットは古いCRL
を使用し続け、これによってCommunications Expressメール内では処理が中断される
ことはありませんが、この状況を警告するメッセージがMessaging Serverログファイル
に書き込まれます。

証明書がCRLでチェックされるたびに、この一連の手順が実行されます。Messaging
Serverが新しいバージョンのCRLを適時ダウンロードできる限り、また smime.conf

ファイルの設定によっては、メールの処理は中断することなく進行します。古くなった
CRLが使用されていることを示すメッセージが繰り返し表示されていないかどうか、
Messaging Serverログを定期的に確認してください。新しいCRLがダウンロードできない
場合は、アクセスできない理由を調査する必要があります。

使用するメッセージ時刻の判断
timestampdeltaパラメータは、主に次の目的で使用されます。

1. 送信先に到着するまでに時間がかかるメッセージの状況に対処するため。この場合、
送信者のキーが、メッセージが送信されたときに有効であったにもかかわらず無効と
して処理された可能性があります。

2. 送信時間が偽造されている可能性があるので、メッセージの送信時間の信頼性を限定
するため。

どのメッセージにも次の 2つの時間が関連付けられています。
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� メッセージが送信された時間。メッセージヘッダーの詳細のDate行に示されます
� メッセージが送信先に到着した時間。メッセージヘッダーの詳細の最後のReceived行
に示されます

注 –メッセージヘッダーの詳細は、メッセージの Fromフィールドの右側にある三角のア
イコンをクリックして表示できます。

メッセージの送信時に有効であった証明書は、メッセージが送信先に到着するまでに失
効したり有効期限が切れたりする場合があります。このようになった場合、証明書の妥
当性のチェックを行う際に送信時間と受信時間のどちらの時間を使用すべきでしょう
か。送信時間を使用すると、メッセージが送信されたときに証明書が有効であったこと
が確認されます。しかし、常に送信時間を使用することは、メッセージが送信先に到着
するのに長い時間がかかることがあるということを考慮していません。そのような場合
は、受信時間を使用するほうがよいこともあります。

smime.confファイルで timestampdeltaパラメータを使用してCRLチェックに使用する時
間に影響を与えることができます。このパラメータに秒を表す正の整数を設定します。
受信時間から timestampdeltaの値を差し引いた時間が送信時間より前の時間である場合
は、送信時間が使用されます。そうでない場合は、受信時間が使用されます。
timestampdeltaの値が小さいほど、受信時間が使用される頻度が高まります。
timestampdeltaが設定されていない場合は、常に受信時間が使用されます。詳細につい
ては、表 20–3の「timestampdelta」を参照してください。

CRLへのアクセスの問題
ネットワークやサーバーの問題などさまざまな理由で、Messaging Serverが証明書をCRL
でチェックしようとしたときにCRLが利用できないことがあります。Messaging Serverに
絶えずCRLへのアクセスを試行させるのではなく、smime.confファイルで crlaccessfail

パラメータを使用して、CRLへのアクセスを試みる頻度を管理し、ほかのタスクのため
にMessaging Serverを解放できます。

crlaccessfailで次のことを定義します。

� 失敗した試行をカウントする回数 (試行が失敗するたびに、Messaging Serverログにエ
ラーメッセージが書き込まれる)

� 失敗した試行をカウントする期間

� CRLへのアクセスの新しいサイクルを試みるまで待つ期間

パラメータの構文および例については、表 20–3の「crlaccessfail」を参照してくださ
い。

非公開キーと公開キーの確認

第 20章 • Communications Expressメールでの S/MIMEの管理 711



証明書が失効した場合
公開キーの証明書がCRLのエントリに一致しない場合、非公開キーまたは公開キーを使
用して、送信するメッセージの署名や暗号化を行います。証明書がCRLのエントリに一
致する場合、または証明書のステータスが不明な場合は、非公開キーまたは公開キーは
失効したとみなされます。デフォルトでは、Communications Expressメールは送信する
メッセージの署名や暗号化に、証明書が失効しているキーは使用しません。受信者が署
名付きのメッセージを読む時点でそのメッセージの非公開キーが失効している場合は、
受信者は署名が信頼できないことを示す警告メッセージを受け取ります。

必要に応じて、smime.confファイルに次のパラメータを指定して、すべての失効した証
明書に対する各種デフォルトポリシーを変更できます。

� 公開キーの証明書が失効したために失効したとみなされた非公開キーを使用して送信
するメッセージに署名するには、sendsigncertrevokedに allowを設定します

� 証明書が失効した公開キーで送信するメッセージを暗号化するには、
sendencryptcertrevokedに allowを設定します

� ステータスが不明の証明書を有効とみなすには、revocationunknownに okを設定しま
す。送信するメッセージの署名または暗号化には非公開キーまたは公開キーが使用さ
れます

S/MIME機能の使用を許可する
Communications Expressメールを介して利用できるさまざまなメールサービスを使用する
許可は、LDAPフィルタで付与または拒否できます。mailAllowedServiceAccessまたは
mailDomainAllowedServiceAccess LDAP属性でフィルタを定義します。一般に、フィルタ
は次の 3通りのいずれか 1つの役目を果たします。

� フィルタを使用しない場合にすべてのユーザーにすべてのサービスを使用する許可を
与える

� ユーザーのリストに対して指定されたサービス名を使用する許可を明示的に与える
(プラス記号 (+)がサービス名リストの前にくる)

� ユーザーのリストに対して指定されたサービス名を使用する許可を明示的に拒否する
(マイナス記号 (-)がサービス名リストの前にくる)

S/MIMEの必須のメールサービス名は、http、smime、および smtpです。Communications
Expressメールユーザー間で S/MIMEの使用を制限する必要がある場合は、適切な LDAP
属性構文およびサービス名を使用してフィルタを作成します。属性は、LDAPコマンドで
作成または変更します。

S/MIMEの許可の例
1.次の例は、1人のCommunications Expressメールユーザーの S/MIME機能へのアクセス
を阻止します。

S/MIME機能の使用を許可する
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mailAllowedServiceAccess: -smime:*$+imap,pop,http,smtp:*

または

mailAllowedServiceAccess: +imap,pop,http,smtp:*

2.次の例は、1つのドメイン内のすべてのCommunications Expressメールユーザーの
S/MIME機能へのアクセスを阻止します。

mailDomainAllowedServiceAccess: -smime:*$+imap:*$+pop:*$+smtp:*$+http:*

または

mailDomainAllowedServiceAccess: +imap:*$+pop:*$+smtp:*$+http:*

詳細については、667ページの「フィルタの構文」を参照してください。

証明書の管理
次のほとんどの例では、ldapsearchおよび ldapmodifyコマンドを使用して、LDAP
ディレクトリでユーザーキーおよび証明書を検索しています。それらのコマンドは、
Directory Serverが提供します。それらのコマンドについては、『SunONEDirectory Server
Resource Kit Tools Reference』のリリース 5.2を参照してください。

LDAPディレクトリに含まれるCA証明書
この例では、認証局の証明書を LDAPディレクトリに追加します。それらの証明書の
ディレクトリ構造はすでに存在しています。証明書および証明書が属す LDAPエントリ
を add-root-CA-cert.ldifという名前の .ldifファイルに入力します。証明書情報以外の
すべてのテキストはASCIIテキストとしてファイルに入力します。証明書情報は Base64
でエンコーディングされたテキストとして入力する必要があります。

dn: cn=SMIME Admin,ou=people,o=demo.siroe.com,o=demo

objectClass: top

objectClass: person

objectClass: organizationalPerson

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: certificationAuthority

cn: RootCACerts

sn: CA

authorityRevocationList: novalue

certificateRevocationList: novalue

cacertificate;binary:: MFU01JTUUEjAQBgNVBAsTCU1zZ1NlcnZlcjcMBoGA1UEAxMTydG

QGEwJVUzEOMAwGA1UEMFUJTUUxEjAQBgNVBAsTCU1zZ1NlcnZlcjEMBoGA1UEAxMTQ2VydG

aFw0wNjAxMwODAwMDBaM267hgbX9FExCzAJByrjgNVBAk9STklBMQwCgYDVQQVHR8EgaQwg
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YTAlVMRMQYDVQQIEwpDQUxJRk9STklBMQwwCgYDVQQKEwww3ltgYz11lzAdBgNVBpYSE9Vc

5yZWQaddWlm899XBsYW5ldC5jb20wgZ8wDQYJoGBAK1mUTy8vvnOFg4mlHjkghytQUR1k8l

5mvWRf77ntm5mGXRD3XMU4OciUq6zUfIg3ngvxlLyERTIqjUS8HQU4R5pvj+rrVgsAGjggE

+FNAJmtOV2A3wMyghqkVPNDP3Aqq2fkcn4va3C5nRNAYxNNVE84JJ0H3jyPDXhMBlQU6vQn

weMBAAjggEXMIIBEzARBglghkgBhCAQEEBApqlSai4mfuvjh02SQkoPMNDAgTwMB8GA1UdI

QYMBaAEd38IK05AHreiU9OYc6vNMOwZMIGsBgNVHR8EgaQwgaEwb6BtoGuGaWxkYXA6Lyht

bmcucmVkLmlbGFuZXQuY29tL1VJD1DXJ0aWZpY2F0ZSBNYW5hZ2VyLE9VPVBlb3BsZSxPPW

aWxxYT9jZXJ0aZpY2jdu2medXRllkghytQURYFNrkuoCygKoYoaHR0cDovL3Bla2kghytQU

Zy5yZWQuaXBsYW5lC5jb20vcGVranLmNybDAeBgNVHREEFzAVgRNwb3J0aWEuc2hhb0BzdW

4uY29tMA0GCxLm78freCxS3Pp078jyTaDci1AudBL8+RrRUQvxsMJfZeFED+Uuf10Ilt6kw

Tc6W5UekbirfEZGAVQIzlt6DQJfgpifGLvtQ60Kw==

CAの証明書は、ldapmodifyコマンドを使用して LDAPディレクトリに追加されます。

# ldapmodify -a -h demo.siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w mypasswd -v

-f add-root-CA-cert.ldif

smime.confの trustedurlパラメータの値は、LDAPディレクトリ内のCA証明書の位置を
指定します。例 1では、trustedurlは次のように設定されます。

trustedurl==ldap://demo.siroe.com:389/cn=SMIME Admin, ou=people,

o=demo.siroe.com,o=demo?cacertificate;binary?sub?

(objectclass=certificationAuthority)

LDAPディレクトリに含まれる公開キーおよび証
明書
この例は、メールユーザーの公開キーおよび証明書を LDAPディレクトリに追加する方
法を示しています。この例では、メールユーザーがすでに LDAPディレクトリに存在し
ていると仮定しています。キーおよび証明書、またそれらが属す LDAPエントリを
add-public-cert.ldifという名前の .ldifファイルに入力します。キーおよび証明書情報
以外のすべてのテキストはASCIIテキストとしてファイルに入力します。キーおよび証
明書情報は Base64でエンコーディングされたテキストとして入力する必要があります。

dn: uid=JohnDoe,ou=People, o=demo.siroe.com,o=demo

changetype: modify

replace: usercertificate

usercertificate;binary:: MFU01JTUUxEjAQBgNVBAsT1zZ1NlcnZlcjMBoGA1UEAxMTydG

QGEwJVUzEAwGA1hMFU01JTUUxEjAQBgNVBAsTCU1zZ1NlcnZlcjEcMBoGA1UEAxMTQ2VydG

aFw0wNjAxMTODAwaM267hgbX9FExCzAJBgwyrjgNVBAk9STklBMQwwCgYDVQQVHR8EgaQwg

AlVzMRMwEQYDVQQIDQUxJRk9STklBMQwwCgYDVQQKEwww3ltgoOYz11lzAdBgNVBpYSE9Vc

5yZWaddiiWlm899XBsYW5ldb20wgZ8wDQYJoGBAK1mUTy8vvO2nOFg4mlHjkghytQUR1k8l

5mvgcWL77ntm5mGXRD3XMU4OcizUfIg3ngvxlLKLyERTIqjUS8HQU4R5pvj+rrVgsAGjggE

+FG9NAqtOV2A3wMyghqkVPNDP3Aqq2BYfkcn4va3RNAYxNNVE84JJ0H3jyPDXhMBlQU6vQn

1NAgMBGjggEXMIIBEzARBglghkgBhvhCAQEEBApqlSai4mfuvjh02SQMNDAgTwMB8GA1UdI

QYMBaEd38IK05AHreiU9OYc6v+ENMOwZMIGsBgNVHR8EgaQwgaEwb6BuGaWxkYXA6Lyht74
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tpbmcmVkLmlwbGFuZXQuY29tL1VJRD1DZXJ0aWZpY2F0ZSBNYW5hZ2V9VPVBlb3BsZSxPPW

1haWxT9jZXJ0aWZpY2jdu2medXRllHjkghytQURYFNrkuoCygKoYoaHDovL3Bla2kghytQU

luZy5WQuaXBsYW5ldC5jb20vcGVraW5nLmNybDAeBgNVHREEFzAVgRNw0aWEuc2hhb0BzdW

4uY29A0GCxLm78UfreCxS3Pp078jyTaDv2ci1AudBL8+RrRUQvxsMJfZD+Uuf10Ilt6kwhm

Tc6W5UekbirfEZGAVQIzlt6DQJfgpifGLvtQ60Kw==

次のように ldapmodifyコマンドを使用して、公開キーおよび証明書を LDAPディレクト
リに追加します。

# ldapmodify -a -h demo.siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w mypasswd -v

-f add-public-cert.ldif

smime.confの certurlパラメータの値は、LDAPディレクトリ内の公開キーおよび証明書
の位置を指定します。例 2では、certurlは次のように設定されます。

certurl==ldap://demo.siroe.com:389/ou=people, o=demo.siroe.com,

o=demo?userCertificate;binary?sub?

キーおよび証明書が LDAPディレクトリに存在す
ることを確認する
次の例では、LDAPディレクトリでCA証明書、また公開キーとその証明書を検索する方
法を示しています。

1つのCA証明書の検索
次の例では、-b オプション、cn=SMIME admin, ou=people,o=demo.siroe.com,o=demo

objectclass=*で定義されたベースDNは LDAPディレクトリに存在する 1つのCA証明書
を示します。ディレクトリに見つかると、ldapsearchは証明書についての情報を
ca-cert.lidfファイルに返します。

# ldapsearch -L -h demo.siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w mypasswd -b

"cn=SMIME admin, ou=people,o=demo.siroe.com,o=demo" "objectclass=*"

> ca-cert.ldif

次の例は、ca-cert.ldifファイルに出力された検索結果を示しています。ファイルの内
容の形式は、ldapsearchの -Lオプションを使用した結果です。

# more ca-cert.ldif

dn: cn=SMIME admin,ou=people,o=demo.siroe.com,o=demo

objectClass: top

objectClass: person

objectClass: organizationalPerson

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: certificationAuthority

cn: RootCACerts

証明書の管理

第 20章 • Communications Expressメールでの S/MIMEの管理 715



cn: SMIME admin

sn: CA

authorityRevocationList: novalue

certificateRevocationList: novalue

cacertificate;binary:: MFU01JTUUxEjAQBgNVBAsTCU1zZNlcnZlcjcMBoGA1UEAxMTydG

QGEwJVEOMAwGA1UEChMFU0UUxEjAQBgNVBAsTCU1zZ1NlcnZlcjEcMBoGA1UEAxMTQ2VydG

aFw0jAxMTIwODAwMDBaM267X9FExCzAJBgwyrjgNVBAk9STklBMQwwCgYDVQQVHR8EgaQwg

YlVzMRMwEQYDVQQIEwpDQUx9STklBMQwwCgYDVQQKEwww3ltgoOYz11lzAdBgNVBpYSE9Vc

5yQuaddiiWlm899XBsYW5ljb20wgZ8wDQYJoGBAK1mUTy8vvO2nOFg4mlHjkghytQUR1k8l

5mcWRfL77ntm5mGXRD3XMciUq6zUfIg3ngvxlLKLyERTIqjUS8HQU4R5pvj+rrVgsAGjggE

+FNAJmqtOV2A3wMyghqkDP3Aqq2BYfkcn4va3C5nRNAYxNNVE84JJ0H3jyPDXhMBlQU6vQn

1NABAAGjggEXMIIBEzglghkgBhvhCAQEEBApqlSai4mfuvjh02SQkoPMNDAgTwMB8GA1UdI

QYMAFEd38IK05AHreOYc6v+ENMOwZMIGsBgNVHR8EgaQwgaEwb6BtoGuGaWxkYXA6Lyht74

tpbucmVkLmlwbGFuZY29tL1VJRD1DZXJ0aWZpY2F0ZSBNYW5hZ2VyLE9VPVBlb3BsZSxPPW

1haWYT9jZXJ0aWZpdu2medXRllHjkghytQURYFNrkuoCygKoYoaHR0cDovL3Bla2kghytQU

luZyZWQuaXBsYW5ldb20vcGVraW5nLmNybDAeBgNVHREEFzAVgRNwb3J0aWEuc2hhb0BzdW

4uYtMA0GCxLm78Ufre3Pp078jyTaDv2ci1AudBL8+RrRUQvxsMJfZeFED+Uuf10Ilt6kwhm

Tc6W5UekbirfEZGAVQIzlt6DQJfgpifGLvtQ60Kw==

複数の公開キーの検索

次の例では、-bオプション、o=demo.siroe.com,o=demo objectclass=*で定義されたベー
スDNは、LDAPディレクトリ内でそのベースDN以下にあるすべての公開キーおよび証
明書を usergroup.ldifファイルに返します。

# ldapsearch -L -h demo.siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w mypasswd

-b "o=demo.siroe.com,o=demo" "objectclass=*" > usergroup.ldif

1つの公開キーの検索

次の例では、-bオプション、uid=JohnDoe, ou=people,o=demo.siroe.com,o=demo

objectclass=*で定義されたベースDNは LDAPディレクトリに存在する 1つの公開キー
とその証明書を示します。

# ldapsearch -L -h demo.siroe.com -D "cn=Directory Manager" -w mypasswd -b

"uid=JohnDoe, ou=people,o=demo.siroe.com,o=demo" "objectclass=*" > public-key.ldif

次の例は、public-key.ldifファイルに出力された検索結果を示しています。ファイルの
内容の形式は、ldapsearchの -Lオプションを使用した結果です。

# more public-key.ldif

dn: uid=sdemo1, ou=people, o=demo.siroe.com, o=demo

objectClass: top

objectClass: person

objectClass: organizationalPerson

objectClass: siroe-am-managed-person

objectClass: inetOrgPerson

証明書の管理
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objectClass: inetUser

objectClass: ipUser

objectClass: userPresenceProfile

objectClass: inetMailUser

objectClass: inetLocalMailRecipient

objectClass: icsCalendarUser

objectClass: sunUCPreferences

mail: JohnDoe@demo.siroe.com

mailHost: demo.siroe.com

.

.

uid: JohnDoe

.

.

mailUserStatus: active

inetUserStatus: active

.

.

usercertificate;binary:: MFU01JTUUxEjAQBgNBAsTCU1zZ1NlcnZjcMBoGA1UEAxMTydG

QGEwJEOwGA1UEChMFU01JTUUxEjAQBgNVBAsTCU1zZ1NlcnZlcjEcMBoGA1UEAxMTQ2VydG

aFw0MTIwODAwMDBaM267hgbX9FExCzAJBgwyrjgNVBAk9STklBMQwwCgYDVQQVHR8EgaQwg

YTAlVEQYDVQQIEwpDQUxJRk9STklBMQwwCgYDVQQKEwww3ltgoOYz11lzAdBgNVBpYSE9Vc

5yZWQdWlm899XBsYW5ldC5jb20wgZ8wDQYJoGBAK1mUTy8vvO2nOFg4mlHjkghytQUR1k8l

5mvgc7ntm5mGXRD3XMU4OciUq6zUfIg3ngvxlLKLyERTIqjUS8HQU4R5pvj+rrVgsAGjggE

+FG9NmV2A3wMyghqkVPNDP3Aqq2BYfkcn4va3C5nRNAYxNNVE84JJ0H3jyPDXhMBlQU6vQn

1NAgMAgEXMIIBEzARBglghkgBhvhCAQEEBApqlSai4mfuvjh02SQkoPMNDAgTwMB8GA1UdI

QYMBaEdK05AHreiU9OYc6v+ENMOwZMIGsBgNVHR8EgaQwgaEwb6BtoGuGaWxkYXA6Lyht74

tpbucmVkwbGFuZXQuY29tL1VJRD1DZXJ0aWZpY2F0ZSBNYW5hZ2VyLE9VPVBlb3BsZSxPPW

1haxYT9jZaWZpY2jdu2medXRllHjkghytQURYFNrkuoCygKoYoaHR0cDovL3Bla2kghytQU

luZyZWQuaYW5ldC5jb20vcGVraW5nLmNybDAeBgNVHREEFzAVgRNwb3J0aWEuc2hhb0BzdW

4u9tMA0GC78UfreCxS3Pp078jyTaDv2ci1AudBL8+RrRUQvxsMJfZeFED+Uuf10Ilt6kwhm

Tc6W5UekbirfEZGAVQIzlt6DQJfgpifGLvtQ60Kw==

.

.

ネットワークセキュリティーサービスの証明書
ネットワークセキュリティーサービス (NSS)に使用される各種証明書は、LDAPデータ
ベースではない、それぞれのデータベースに保存されます。Messaging Serverには、証明
書および関連するCRLをデータベースに格納するための 2つのユーティリティー
certutilおよび crlutilがあります。これらのユーティリティーを使用して、データベー
スを検索することもできます。

certutilの詳細については、『Sun Java SystemDirectory Server管理ガイ
ド』(http://docs.sun.com/doc/819-2011?l=ja)を参照してください。crlutilユーティリ
ティーの詳細は、このユーティリティーに付属するヘルプテキストを参照してくださ
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い。どちらのユーティリティーのオンラインヘルプも、それらのユーティリティーを引
数なしで実行することによって表示できます。

Communications Express S/MIMEエンドユーザー情報
この節には、エンドユーザー用の情報が含まれています。この節には、次の項がありま
す。

� 718ページの「初めてのログイン」
� 719ページの「署名と暗号化の設定」
� 721ページの「Javaコンソールを有効にする」

初めてのログイン
メールユーザーがCommunications Expressメールに初めてログインする場合、S/MIMEア
プレットに関連する特別なプロンプトが表示されます。

MicrosoftWindowsの場合のプロンプト
MicrosoftWindows 98、2000、またはXPで初めてCommunications Expressメールにログイ
ンするときには、次のプロンプトが表示されます。

1. 使用しているコンピュータ (クライアントマシン)に Java 2 Runtime Environment (JRE)
がインストールされていない場合は、次のようなプロンプトが表示されます。

Do you want to install and run “Java Plug-in 1.4.2_03 signed on 11/20/03 and

distributed by Sun Microsystems, Inc.”?Publisher authenticity verified by:

VeriSign Class 3 Code Signing 2001 CA

「はい」をクリックして、続くプロンプトに従って JREをインストールします。

注 –英語のサポートを希望し、かつ中国語などのLatin以外の文字が含まれる着信
S/MIMEメッセージを読む必要がある場合は、使用しているコンピュータの /lib

ディレクトリに charsets.jarファイルが存在する必要があります。

charsets.jarファイルが /libディレクトリにインストールされるようにするには、カ
スタムインストールを使用して JREの英語版をインストールするようにします。イン
ストールプロセス時に、「その他の言語のサポート」オプションを選択します。

詳細については、686ページの「複数言語のサポート」を参照してください。

最後のインストールプロンプトに対して、「完了」をクリックします。コンピュータ
を再起動して、再度Communications Expressメールにログインします。

2. 次のプロンプトが表示されます。
Do you want to trust the signed applet distributed by “Sun Microsystems, Inc.”?

Publisher authenticity verified by: Thawte Consulting cc

Communications Express S/MIMEエンドユーザー情報
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次のいずれかの応答をクリックします。

� 「はい」。このCommunications Expressメールセッションに S/MIMEアプレットを
受け入れる場合。ログインするたびにプロンプトが表示されます。

� 「いいえ」。S/MIMEアプレットを拒否する場合。S/MIME機能を使用できませ
ん。

� 「常に」。このCommunications Expressメールセッションおよびそれ以降のす
べてのCommunications Expressメールセッションに S/MIMEアプレットを受け
入れる場合。再度プロンプトが表示されることはありません。

3. 次のプロンプトが表示されます。

Do you want to trust the signed applet distributed by “sun microsystems, inc.”?

Publisher authenticity verified by: VeriSign, Inc.

次のいずれかの応答をクリックします。

� 「はい」。このCommunications Expressメールセッションに S/MIMEアプレットを
受け入れる場合。ログインするたびにプロンプトが表示されます。

� 「いいえ」。S/MIMEアプレットを拒否する場合。S/MIME機能を使用できませ
ん。

� 「常に」。このCommunications Expressメールセッションおよびそれ以降のすべて
のCommunications Expressメールセッションに S/MIMEアプレットを受け入れる場
合。再度プロンプトが表示されることはありません。

署名と暗号化の設定
これらの設定は、すべてのユーザーの送信メッセージを次のいずれの方法で処理するか
を制御する、初期の署名および暗号化の設定です。

� 自動的に署名する、または
� 自動的に暗号化する、または
� 自動的に署名し暗号化する

また、初期の設定は、Communications Expressの「メール」ウィンドウおよび「オプ
ション」-「設定」ウィンドウの下部にある署名および暗号化のチェックボックスに
チェックマークを付ける (機能がオン)、または付けない (機能がオフ)のいずれかで表示
するかも制御します。smime.confファイルで alwaysencryptおよび alwayssignパラメータ
を使用して、初期設定を指定します。

メールメッセージの初期の設定を変更できることをメールユーザーに知らせます。
Communications Expressメールにログインしたあと、ユーザーは、一時的に 1つの
メッセージの設定を無効にしたり、途中ですべてのメッセージの設定を無効にしたりで
きます。

表 20–5には、チェックボックスの使用が要約されています。
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表 20–5Communications Expressメールの署名および暗号化チェックボックス

チェックボックスのテキスト 場所
Communications Expressメールユーザー
が実行すること

メッセージに署名する Communications Expressメール
ウィンドウの下部にあり、
メッセージの作成、転送、または
返信に使用されます。

� 現在のメッセージに署名す
るにはこのボックスに
チェックマークを付けま
す。

� 現在のメッセージに署名し
ない場合はこのボックスに
チェックマークを付けませ
ん。

メッセージを暗号化する Communications Expressメール
ウィンドウの下部にあり、
メッセージの作成、転送、または
返信に使用されます。

� 現在のメッセージを暗号化
するにはこのボックスに
チェックマークを付けま
す。

� 現在のメッセージを暗号化
しない場合はこのボックス
にチェックマークを付けま
せん。

すべての送信メッセージに
署名する

Communications Expressメール
の「オプション」-「設定」ウィン
ドウの「セキュアなメッセージ送
信」オプション下にあります。

� すべてのメッセージを自動
的に署名するには、この
ボックスにチェックマーク
を付けます。

� すべてのメッセージに自動
的に署名しない場合は、こ
のボックスにチェックマー
クを付けません。
注:「すべての送信メッセー
ジに署名する」の設定は、
「メッセージに署名」
チェックボックスで
メッセージごとに無効にで
きます。
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表 20–5Communications Expressメールの署名および暗号化チェックボックス (続き)

チェックボックスのテキスト 場所
Communications Expressメールユーザー
が実行すること

すべての送信メッセージを
暗号化する

Communications Expressメール
の「オプション」-「設定」ウィン
ドウの「セキュアなメッセージ送
信」オプション下にあります。

� すべてのメッセージを自動
的に暗号化するには、この
ボックスにチェックマーク
を付けます

� すべてのメッセージを自動
的に暗号化しない場合は、
このボックスにチェック
マークを付けません。
注:「すべての送信メッセー
ジを暗号化する」の設定
は、「メッセージを暗号
化」チェックボックスで
メッセージごとに無効にで
きます。

Javaコンソールを有効にする
Communications Expressメールユーザーが署名および暗号化されたメッセージを処理する
ときに、S/MIMEアプレットが Javaコンソールにさまざまなオペレーティングメッセージ
を出力できます。メールユーザーが報告する問題のトラブルシューティングに、Javaコ
ンソールのメッセージが役立ちます。ただし、オペレーティングメッセージは、LDAPエ
ントリの inetMailUserオブジェクトクラスに nswmExtendedUserPrefs属性を追加すること
によって、Javaコンソールをユーザーが使用できるようにした場合にだけ生成されま
す。例:

nswmExtendedUserPrefs: meSMIMEDebug=on

すべてのメールユーザーが Javaコンソールを常に使用できるようにしてはなりません。
そのようにすると、Communications Expressメールのパフォーマンスが著しく低下しま
す。
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ログの管理

この章では、Messaging ServerMTA、メッセージストア、およびサービスに対するログ機
能の概要を示します。この章では、ログ機能の管理方法の手順も示します。

この章には、次の節があります。

� 723ページの「ログの概要」
� 728ページの「ログの管理用のツール」
� 728ページの「MTAメッセージおよび接続のログの管理」
� 749ページの「メッセージストア、管理、およびデフォルトのサービスログの管理」

ログの概要
ログは、システムのサービスについてのタイムスタンプおよびラベルをシステムが提供
する手段です。ログは、システムの現在のスナップショットおよび履歴ビューの両方を
提供します。

Messaging Serverのログファイルを理解して使用すると、次のことが可能です。

� メッセージのサイズ、メッセージの配信の頻度、MTAを通るメッセージの数などの、
メッセージの統計情報の収集

� 傾向の見極め

� 容量計画の関連付け

� 問題のトラブルシューティング

たとえば、サイトでユーザー数の増加に伴いディスク容量を追加する必要がある場合
は、Messaging Serverのログファイルを使用してシステムの要求がどの程度増加したかを
確認し、必要な新しいディスクストレージの容量の計画を立てることができます。

また、Messaging Serverのログを使用して、1日にわたるメッセージングのパターンがど
のようなものであるかを理解することができます。日々の負荷のピークがいつ発生する
かを理解すると、容量計画を立てるのに役立ちます。
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ログは、ユーザーの問題のトラブルシューティングにも役立ちます。たとえば、ユー
ザーが予期していたメールメッセージを受信しない場合、Messaging Serverのログ機能を
使用してユーザーのメールメッセージを追跡できます。そのようにすると、メッセージ
が自動的にフィルタ処理され、SPAMフォルダに送信されたために受信できなかったこと
がわかる場合があります。

ログデータのタイプ
一般に、ログは次の 2つの情報を提供します。

� 処理データ
� エラー状態、イベントログとも呼ばれる

ほとんどの場合、Messaging Serverのログは処理データを提供します。この処理データに
は、メッセージがシステムに到着した日時、メッセージの送信者および受信者、
メッセージがディスクに書き込まれたとき、その後、メッセージがディスクから削除さ
れ、ユーザーのメールボックスに入れられたときなどの情報が含まれます。

ただし、Messaging Serverのログはイベントログデータも一部提供します。イベントログ
データを入手するには、いくつかのログファイルから複数の項目を収集する必要があり
ます。次に、メッセージ IDなどの一意の定数を使用して、システムの 1地点から次の地
点へ通過するメッセージのライフサイクルを検索して関連付けを行うことができます。

Messaging Serverのログファイルのタイプ
Messaging Serverのログには、次の 3種類のログファイルがあります。

1. MTAログ:これらのログはMessage TransferAgentで説明した処理データを提供しま
す。

2. エラーログ:これらのログはMTAデバッグログおよびMTAサブコンポーネントログ
(ジョブコントローラやディスパッチャーなど)です。

3. メッセージストアおよびサービスのログ:これらのログは、httpサーバー、mshttpd、
imap、および popサービス、また管理サービスからのメッセージを提供します。これ
らの種類のログの形式は、最初の 2種類のログとは異なります。

次の表は、異なる種類のログファイルを示しています。デフォルトでは、ログファイル
はmsg_svr_base/data/logディレクトリにあります。各種類のログファイルを個別にカス
タマイズしたり表示したりすることができます。

ログの概要
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表 21–1Messaging Serverのログファイル

ログファイルの種類 ログファイルの説明 デフォルト名

Message TransferAgent 日時情報、キューの出入り情報など
の、MTAを通るメッセージトラ
フィックについての情報を表示しま
す。

mail.log、mail.log_current、
mail.log_yesterday

接続 電子メールを送信するためにこのシス
テムに接続するリモートマシン (MTA)
が含まれます。

connection.log

カウンタ チャネルごとに送受信されたメッセー
ジの傾向の情報が含まれます。

counters

ジョブコントローラ マスター、ジョブコントローラ、送信
者、およびキューからの取り出し
チャネルプログラムのデータが含まれ
ます。

job_controller.log

ディスパッチャー ディスパッチャーに関連するエラーが
含まれます。ディスパッチャーのデ
バッグをオンにすると、情報が増えま
す。

dispatcher.log

チャネル チャネルに関連するエラーが記録され
ます。キーワードのmaster_debugと
slave_debugは、チャネルのデバッグを
オンにし、そのようにすると、チャネ
ルのログファイルの情報がさらに詳細
になります。情報のレベルおよび種類
は、option.datの各種 *_DEBUGMTA
オプションで制御されます。

channelname_master.log* (例:
tcp_local_master.log*)

channelname_slave.log* (例:
tcp_local_slave.log*)

管理 管理サーバーを介したコンソールと
Messaging Server間の通信 (大半は複数
のCGIプロセスを経る)に関連するロ
グイベントが記録されます

admin、admin.sequenceNum.timeStamp

IMAP サーバーの IMAP4アクティビティー
に関連するログイベントが記録されま
す

imap、imap.sequenceNum.timeStamp

POP サーバーの POP3アクティビティーに
関連するログイベントが記録されます

pop、pop.sequenceNum.timeStamp

HTTP サーバーのHTTPアクティビティーに
関連するログイベントが記録されます

http、http.sequenceNum.timeStamp

ログの概要
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表 21–1Messaging Serverのログファイル (続き)
ログファイルの種類 ログファイルの説明 デフォルト名

デフォルト サーバーのその他のアクティビティー
(コマンド行ユーティリティーやその
他のプロセスなど)に関連するログイ
ベントが記録されます

default、default.sequenceNum.timeStamp

msgtrace メッセージストアについての追跡情報
が含まれます。ファイルが短時間に非
常に大きくなることがあります。それ
に合わせて監視します。

msgtrace

watcher プロセスの失敗や応答しないサービス
を監視し (表 4–4を参照)、特定の障害
を示すエラーメッセージを記録しま
す。

watcher

各項目の説明

sequenceNum -ログファイルディレクトリ内に作成されたログファイルの順番を表す整数
を指定します。新しいログファイルほど、値が大きくなります。シーケンス番号はロー
ルオーバーすることはなく、サーバーのインストール時に始まり、そのサーバーを使用
している限り常に増え続けます。

timeStamp -ファイルが作成された日付と時刻を示す整数を指定します。この値はUNIX
標準の時刻形式で表されます。つまり、1970年 1月 1日午前 0時から経過した秒数です。

たとえば、imap.63.915107696という名前のログファイルは、IMAPログファイルの
ディレクトリで 63番目に作成されたログファイルであり、1998年 12月 31日午後 12時 34
分 56秒に作成されたログファイルです。

無制限のシーケンス番号をタイムスタンプと組み合わせることによって、解析する
ファイルのローテーション、有効期間、および選択がより柔軟になります。詳細は、753
ページの「サービスログオプションを定義、設定する」を参照してください。

各種ログファイルのメッセージの追跡
次の節では、システム内でのメッセージの流れについて、またどの時点で情報が各種ロ
グファイルに書き込まれるかについて説明します。この説明は、問題のトラブルシュー
ティングおよび解決のためにMessage Serverのログファイルを使用する方法を理解するの
に役立ちます。参考のために図 8–2を参照してください。

1. リモートホストはメッセージングホストのTCPソケットに接続し、SMTPサービスを
要求します。

2. MTAディスパッチャーは要求に応答し、接続をメッセージジングホストの SMTPサー
ビスに渡します。
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MTAはモジュール方式になっているため、ジョブコントローラや SMTPサービス
ディスパッチャーを含む、1組のプロセスから構成されています。ディスパッチャー
は、着信TCP接続を受けて、SMTPサービスへ送信します。SMTPサービスは、
メッセージをディスクのチャネル領域に書き込みます。SMTPサービスは、送信者や
受信者などの、メッセージのエンベロープパラメータを認識します。システムの設定
エントリは、メッセージがどのチャネル宛てかを示します。

3. ディスパッチャーは、スレッドをフォークし、そのスレッドを特定の IPアドレスから
の着信接続に利用可能にしたことを dispatcher.logファイルに書き込みます。

4. SMTPサーバーは、リモートホストが接続し、メッセージを送信した場合に行われた
対話を記録し、tcp_smtp_server.logファイルに書き込みます。このログファイル
は、ディスパッチャーがホストの IP上にある SMTPサーバーに接続を渡すときに作成
されます。

5. SMTPサーバーは、tcp_intranetなどのチャネルプログラム用のディスク上のキュー
領域にメッセージを書き込み、ジョブコントローラに通知します。

6. ジョブコントローラは、チャネルプログラムにアクセスします。
7. チャネルプログラムはメッセージを配信します。
各チャネルには、それぞれのログファイルがあります。ただし、それらのログは通常
チャネルの開始および停止を示します。さらに情報を得るには、そのチャネルのデ
バッグレベルを有効にする必要があります。ただし、そのようにするとシステムの処
理速度が低下し、問題がさらに不明瞭になるので、実際に問題が発生している場合に
のみデバッグレベルを有効にします。

注 –効率性を向上させるため、すでに存在するプロセス用にチャネルが実行中である
場合は、新しいメッセージが着信しても、システムは新しいチャネルプロセスを生成
しません。現在実行されているプロセスが新しいメッセージを引き受けます。

8. メッセージは、別のホスト、別のTCP接続などの、次のホップへ配信されます。この
情報は connection.logファイルに書き込まれます。

SMTPサーバーがディスク上のキュー領域にメッセージを書き込むと同時に、
メッセージを管理するチャネルもレコードを mail.log_current、または mail.log

ファイルに書き込みます。レコードは、メッセージがキューに入れられた日時、送信
者、受信者などの情報を示します。詳細は、735ページの「MTAメッセージログの
例」を参照してください。メッセージの追跡にもっとも役立つファイルは、
mail.log_currentファイルです。
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ログの管理用のツール
コンソールおよび configutilコマンドを使用してMessaging Serverログファイルの作成お
よび管理のためのポリシーをカスタマイズできます。

メッセージストアログの場合、コンソールを使用してログの設定と表示を行うことがで
きます。設定内容は、どのイベントを何件まで記録するかに影響します。これらの設定
とその他の特徴を使用して、ログファイル解析時のログイベントの検索条件を微調整す
ることができます。

MTAは別のログ機能を使用しているため、コンソールを使ってMTAログサービスを設定
したり、ログを表示したりすることはできません。その代わり、設定ファイルに情報を
指定することで、MTAのログ機能を設定します。

Messaging Serverではサポートされていないログ解析やレポート生成を行うには、別の
ツールを使用する必要があります。ログファイルは、テキストエディタや標準のシステ
ムツールで操作できます。

正規表現による構文解析をサポートするスクリプト可能なテキストエディタを使用する
と、この章で説明しているような特定の条件に基づくログエントリの検索や抽出を行
い、その結果を並べ替えたり、集計や統計を行うこともできます。

UNIX環境では、UNIXの syslogファイルを操作するために開発された既存のレポート生
成ツールを変更して使用することもできます。パブリックドメインの syslog操作ツール
を使用する場合は、そのツールにおいて、日付/時刻形式と、Messaging Serverのログエン
トリにはあって syslogエントリにはない 2つの特殊コンポーネント (facilityと logLevel)の
変更が必要になる場合があります。

MTAメッセージおよび接続のログの管理
MTAは、メッセージがキューに出し入れされるたびにログを作成することができます。
また、ディスパッチャーエラーとデバッグ出力も生成できます。

チャネルごとにログを制御したり、すべてのチャネル上のメッセージアクティビティー
のログを記録するよう指定することができます。初期設定では、すべてのチャネルでの
ログ記録が無効になっています。

詳細は、732ページの「MTAログを有効にする」を参照してください。

ログを有効にすると、メッセージがMTAチャネルを通過するたびに
msg_svr_base/data/log/mail*ファイルにエントリが書き込まれます。そのようなログエ
ントリは、MTA(または特定のチャネル)を通過するメッセージの数についての統計情報
を収集するのに役立ちます。それらのログエントリを使用して、メッセージが送信また
は配信されたかどうか、またいつ送信または配信されたかなどのその他の問題も調査で
きます。
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毎晩午前 0時頃に実行されるメッセージ返送ジョブは、累積されたログファイル
mail.logに既存の mail.log_yesterdayを追加し、現在の mail.log_currentファイルの名
前を mail.log_yesterdayに変更してから、新しい mail.log_currentファイルを開始しま
す。また、connection.log*ファイルに対しても同様の処理が行われます。

MTAは自動的にロールオーバーを実行して現在のファイルを維持しますが、エントリが
累積される mail.logファイルは、ファイルのバックアップ、切り捨て、削除などのタス
クのポリシーを決めて管理する必要があります。

ログファイルの管理方法を検討するときは、MTAの定期的な返送ジョブが、サイトが提
供するmsg_svr_base/bin/daily_cleanupプロシージャー (存在する場合)を実行することに
注意してください。このため、サイトによっては独自のクリーンアップ方法を提供して
いることもあります。たとえば、古い mail.logファイルの名前を週に 1回 (または月に 1
回)変更するなどです。

注 –ログが有効になっていると、mail.logファイルが大きくなり続けるため、そのままに
しておくと利用可能なディスク容量がなくなってしまいます。このファイルのサイズを
監視し、定期的に不要なコンテンツを削除してください。ファイル全体を削除すること
もできます。この場合、必要に応じて新しいファイルが作成されます。

MTAログエントリの形式について
MTAログファイルは、ASCIIテキストとして記述されます。デフォルトでは、次に示す
ように、各ログファイルエントリには 8個または 9個のフィールドがあります。

19-Jan-1998 19:16:57.64 l tcp_local E 1 adam@sesta.com rfc822;marlowe@siroe.com

marlowe@siroe.com

ログエントリには以下の情報が含まれています。

1. エントリが記録された日付と時刻 (上の例では 19-Jan-1998 19:16:57.64)。
2. ソースチャネルのチャネル名 (上の例では l)。
3. 宛先チャネルのチャネル名 (上の例では tcp_local)。SMTPチャネルの場合、

LOG_CONNECTIONが有効になっているときは、プラス記号「+」が SMTPサーバーの受信
を示し、マイナス記号「-」が SMTPクライアント経由の送信を示します。

4. エントリのタイプ (上の例では E)。表 21–2を参照。
5. メッセージのサイズ (上の例では 1)。デフォルトではKバイト単位で表されますが、

MTAオプションファイルで BLOCK_SIZEキーワードを使用して単位を変更することも
できます。

6. エンベロープ From:アドレス (上の例では adam@sesta.com)。通知メッセージのように
エンベロープ From:アドレスが空のメッセージの場合、このフィールドは空白です。

7. エンベロープTo:アドレスの元の形式 (上の例では marlowe@siroe.com)。
8. エンベロープTo:アドレスの元の形式 (上の例では marlowe@siroe.com)。
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9. 配信ステータス (SMTPチャネルのみ)。

次の表に、ログエントリコードの説明を示します。

表 21–2ログエントリのコード

エントリ 説明

B 不良コマンドが SMTPサーバーに送信されました。受取人アドレスフィールドには拒否されたコマンド
が、診断フィールドには SMTPサーバーからの応答が含まれます。MTAチャネルオプションの
MAX_B_ENTRIESは、特定のセッションでログされる不良コマンドの数を制御します。デフォルトは 10
です。

BA トランザクションの前の方で認証が成功したあとの不良コマンドです。

BS TLSの起動に成功したあとの不良コマンドです。

BSA TLSやAUTHでの不良コマンドです。

D キューからの取り出しに成功しました

DA SASL (認証)でのキューからの取り出しに成功しました

DS TLS (セキュリティー)でのキューからの取り出しに成功しました

DSA TLSおよび SASL (セキュリティーと認証)でのキューからの取り出しに成功しました

E キューに入れます

EA SASL (認証)でキューに入れることに成功しました

ES TLS (セキュリティー)でキューに入れることに成功しました

ESA TLSおよび SASL (セキュリティーと認証)でキューに入れることに成功しました

J キューに入れる試行が拒否されました (スレーブチャネルプログラムによる拒否)

K 受取メッセージが拒否されました。差出人が NOTIFY=NEVERDSNフラグの設定を要求した場合、メッセー
ジがタイムアウトになった場合、またはメッセージが手動で返された場合です。たとえば、imsimta qm

“delete”コマンドは常に各受取人の「K」レコードを生成しますが、qm “return”コマンドが「R」レコー
ドではなく「K」レコードを生成する場合です。これは、差出人自身の要求によって、通知が差出人に送
信されなかったことを示します。

これは、同じ種類の拒否またはタイムアウトである「R」レコードと比較できますが、「R」レコードで
は、この失敗したメッセージに関して、元の差出人に戻される新しい通知メッセージも生成されます。

Q キューからの取り出しで一時的に失敗しました

R キューからの取り出し試行で受取人アドレスが拒否され (マスターチャネルプログラムによる拒否)、失敗
またはバウンスメッセージが生成されました

V トランザクションが異常終了したときに表示される警告メッセージです。キューに入れられた受取人ア
ドレスごとに、Vレコードは 1つになります。
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表 21–2ログエントリのコード (続き)
エントリ 説明

W メッセージはまだ配信されていませんが、キューに残っていて再配信が試行されていることを元の差出
人に通知するために送信された警告メッセージです。

Z 数人の受取人に対しては成功しましたが、この受取人に対しては一時的に失敗しました。すべての受取
人の元のメッセージファイルはキューから取り出され、それに代わって新しいメッセージファイルが入
れられ、その他の失敗した受取人がすぐにキューに入れられます

SMTPチャネルの LOG_CONNECTION+または ?エントリ

C 接続が終了しました。診断フィールドがあとに続きます。connection.log_current (ログファイルが 1つしか
使用されない場合はmail.log_current)に書き込まれます。接続が終了した理由を記録するために使用され
ます。特に、なんらかのセッション切断制限に達したために接続が終了した場合は、その情報が診断
フィールドに表示されます。

O 接続が開始しました

U ログの SMTP認証が成功および失敗しました。形式はほかのOエントリやCエントリと同じです。特
に、同じアプリケーションや転送情報のフィールドが同じ順序で表示されます。ユーザー名が明らかな
場合は、ユーザー名フィールドに記録されます。このエントリは、LOG_CONNECTIONMTAオプション
のビット 7 (値は 128)によって制御されます。

X 接続が拒否されました

Y 接続が確立される前に試行に失敗しました

I ETRNコマンドを受信しました

LOG_CONNECTION、LOG_FILENAME、LOG_MESSAGE_ID、LOG_NOTARY、LOG_PROCESS、および
LOG_USERNAMEがすべてMTAオプションファイルで有効になっている場合、形式は次に示
されているようになります。この例のログエントリ行は改行されて表示されています
が、実際のログエントリは 1行で記述されます。

19-Jan-1998 13:13:27.10 HOSTA 2e2d.2.1 tcp_local l

E 1 service@siroe.com rfc822;adam@sesta.com

adam 276 /imta/queue/l/ZZ01IWFY9ELGWM00094D.00

<01IWFVYLGTS499EC9Y@siroe.com> inetmail

siroe.com (siroe.com [192.160.253.66])

前述の説明に含まれていない追加のフィールドは、以下のとおりです。

1. チャネルプロセスを実行しているノードの名前 (例では HOSTA)。

2. プロセス ID (16進数)と、その後ろに続くピリオド (ドット)文字と数。これがマルチ
スレッドチャネルエントリ (つまり、tcp_*チャネルエントリ)であった場合、プロセ
ス IDと数の間にスレッド IDも存在します。この例では、プロセス IDは 2e2d.2.1で
す。

3. メッセージのNOTARY (配達証明書要求)フラグ。整数値で表記 (例では 276)します。
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4. MTAキュー領域内のファイル名 (例では /imta/queue/l/ZZ01IWFY9ELGWM00094D.00)。
5. メッセージ ID (例では <01IWFVYLGTS499EC9Y@siroe.com>)。
6. 実行プロセスの名前 (例では inetmail)。UNIXでの SMTPサーバーなどのディス
パッチャープロセスの場合、通常は inetmail (SASLを使用しなかった場合)になりま
す。

7. 接続情報 (例では siroe.com (siroe.com [192.160.253.66]))。接続情報は、送信システ
ムがHELO/EHLO行に示す名前 (着信 SMTPメッセージの場合)や、チャネルの正規の
ホスト名 (ほかの種類のチャネルの場合)など、送信システムまたはチャネル名で構成
されています。TCP/IPチャネルの場合、送信システムの「実際の」名前、つまり、
DNSリバース検索によってレポートされるシンボリック名や IPアドレスは、ident*

チャネルキーワードを使用して括弧内にレポートすることもできます。370ページ
の「IDENT検索」を参照してください。この例は、DNSによって見つかった名前と IP
アドレスの両方を表示するように指定するキーワードの 1つ (たとえば、デフォルト
の identnoneキーワード)が使用されていると仮定しています。

MTAログを有効にする
少数の特定のMTAチャネルの統計情報を収集するには、対象となるMTAチャネルのみ
のログチャネルキーワードを有効にします。ほとんどのサイトでは、すべてのMTA
チャネルでのログを有効にしています。特に、問題を突き止める場合、問題を診断する
最初のステップは、メッセージが意図していたチャネルに送られているかどうかに注目
することです。すべてのチャネルに対してログを有効にしておくと、このような問題を
調べる際に役立ちます。

� 特定のチャネルのMTAのログを有効にする

imta.cnfファイルを編集します。

このファイルは /opt/SUNWmsgsr/configディレクトリにあります。

特定のチャネルに対してログの作成を有効にするには、チャネル定義で loggingキーワー
ドを追加します。例:
channel-name keyword1 keyword2 logging

また、ログファイルやログレベルなどのディレクトリパスのような設定パラメータの数
も、設定することができます。749ページの「メッセージストア、管理、およびデフォル
トのサービスログの管理」を参照してください。

� すべてのチャネルのMTAログを有効にする

imta.cnfファイルを編集します。

このファイルは /opt/SUNWmsgsr/configディレクトリにあります。

1
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defaultsチャネルにログキーワードを追加します (316ページの「チャネルのデフォルト
を設定する」を参照)。例:

defaults logging notices 1 2 4 7 copywarnpost copysendpost postheadonly

noswitchchannel immnonurgent maxjobs 7 defaulthost siroe.com

l defragment charset7 us-ascii charset8 iso-8859-01

siroe.com

その他のMTAログオプションの指定
ログが有効になっているときに与えられる基本的な情報のほかにも、MTAオプション
ファイルにさまざまな LOG_*MTAオプションを設定することにより、オプションの情報
フィールドを含めることができます。IMTAテイラーファイル
(msg_svr_base/config/imta_tailor)の IMTA_OPTION_FILEオプションで指定されたファイル
で、MTAオプションファイルを指定します。デフォルトでは、これは
msg_svr_base/config/option.datファイルです。

MTAオプションファイルの詳細は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「Option File」を参照してください。

� MTAログを syslogへ送信する

MTAオプションファイルを編集します。

LOG_MESSAGES_SYSLOGオプションを 1に設定します。

0の値はデフォルトであり、syslog (イベントログ)のログが実行されなかったことを示し
ます。

� ログメッセージエントリを関連付ける

MTAオプションファイルを編集します。

LOG_MESSAGE_IDオプションを 1に設定します。

0の値はデフォルトであり、メッセージ IDが mail.logファイルに保存されなかったこと
を示します。

2
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� メッセージの配信再試行を確認する

MTAオプションファイルを編集します。

LOG_FILENAMEオプションを 1に設定します。

このオプションを使用すると、特定のメッセージファイルの配信が何回再試行されたか
を即座に簡単に確認できます。このオプションは、MTAが複数の受信者へのメッセージ
をディスク上で別々のメッセージファイルコピーに分割する場合としない場合を把握す
るのにも役立ちます。

� TCP/IP接続のログを記録する

MTAオプションファイルを編集します。

LOG_CONNECTIONオプションを設定します。

このオプションを使用すると、MTAはTCP/IP接続とメッセージトラフィックのログを記
録します。接続ログエントリは、デフォルトで mail.log*ファイルに書き込まれます。さ
らに、接続ログエントリを connection.log*ファイルに書き込むことも可能です。詳細
は、SEPARATE_CONNECTION_LOGオプションを参照してください。

� connection.logファイルにエントリを書き込む

MTAオプションファイルを編集します。

SEPARATE_CONNECTION_LOGオプションを 1に設定します。

このオプションを使用して、ログエントリを connection.logファイルに代わりに書き込
むことを指定できます。デフォルト値の 0は、接続ログをMTAログファイルに格納しま
す。

� プロセス IDでログメッセージを関連付ける

MTAオプションファイルを編集します。

LOG_PROCESSオプションを設定します。

LOG_CONNECTIONとともに使用すると、このオプションは接続エントリとそれに対応する
メッセージエントリの相関関係をプロセス IDによって示すことができます。

1

2

1

2

1

2

1

2
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� メールをmail.logファイルのキューに入れるプロセスに関連付け
られたユーザー名を保存する

MTAオプションファイルを編集します。

LOG_USERNAMEオプションを設定します。

このオプションは、メールをキューに入れるプロセスに関連付けられたユーザー名を
mail.logファイルに保存するかどうかを制御します。SASL (SMTPAUTH)を使用している
SMTP送信の場合は、ユーザー名フィールドが認証ユーザー名 (プレフィックスとしてア
スタリスクが付いたもの)になります。

MTAメッセージログの例
MTAメッセージファイルに記録されるフィールドの形式とフィールドのリストは、設定
したログオプションによって異なります。ここでは、いくつかの典型的なログエントリ
の解釈の例を示します。その他のオプションのフィールドについては、733ページの「そ
の他のMTAログオプションの指定」を参照してください。

注 –ここではログファイルエントリが複数行にわたって表示されていますが、実際のログ
ファイルエントリは 1行で記述されます。

ログファイルを確認するときは、通常のシステムでは一度に多くのメッセージが処理さ
れていることに留意してください。通常、特定のメッセージに関連するエントリは、同
時に処理されているその他のメッセージに関連するエントリの間に散らばっています。
基本的なログ情報は、MTAを通過するメッセージの数が全部でいくつあるかを把握する
のに役立ちます。

同じ受取人への同じメッセージに関連する特定のエントリを関連付ける場合は、
LOG_MESSAGE_IDを有効にします。特定のメッセージをMTAキュー領域にある特定の
ファイルと関連付けたり、エントリを見てキューからの取り出しに成功していない特定
のメッセージの配信を何回試行したかを確認する場合は、LOG_FILENAMEを有効にしま
す。SMTPメッセージ (TCP/IPチャネル経由で処理されるメッセージ)の場合、リモート
システムとのTCP接続を送信メッセージと関連付けるには、LOG_PROCESSと何らかのレベ
ルの LOG_CONNECTIONを有効にします。

MTAログの例:ユーザーがメッセージを送信する場合
ローカルユーザーが送信TCP/IPチャネルからインターネットなどにメッセージを送信す
る場合に見られる、基本的なログエントリの例を次に示します。この例では、
LOG_CONNECTIONが有効になっています。(1)と (2)の行は 1つのエントリで、実際のログ
ファイルでは 1行で記述されます。同様に、(3)～ (7)の行も 1つのエントリで、実際のロ
グファイルでは 1行で記述されます。

1

2
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例 21–1MTAログ:ローカルユーザーが送信メッセージを送った場合

19-Jan-1998 19:16:57.64 l tcp_local E 1 (1)
adam@sesta.com rfc822;marlowe@siroe.com marlowe@siroe.com (2)

19-Jan-1998 19:17:01.16 tcp_local D 1 (3)
adam@sesta.com rfc822;marlowe@siroe.com marlowe@siroe.com (4)
dns;thor.siroe.com

(TCP|206.184.139.12|2788|192.160.253.66|25) (5)
(THOR.SIROE.COM -- Server ESMTP [iMS V5.0 #8694]) (6)
smtp;250 2.1.5 marlowe@siroe.com and options OK. (7)

1. この行は、1ブロック (1)メッセージをチャネル lからチャネル tcp_localのキューに
入れた (E)ときの日付と時刻を示します。

2. この部分は、実際にはログファイルでは (1)と同じ行に表示されます。エンベロープ
From:アドレス (この例では adam@sesta.com)と、エンベロープTo:アドレスの元の
バージョンと現在のバージョン (この例では marlowe@siroe.com)を示しています。

3. 1ブロック (1)メッセージを tcp_localチャネルのキューから取り出した (D)ときの日
付と時刻を示しています。つまり、tcp_localチャネルがリモートの SMTPサーバー
への送信に成功したことを示しています。

4. エンベロープ From:アドレス、元のエンベロープTo:アドレス、および現在の形式の
エンベロープTo:アドレスを示しています。

5. 接続先の実際のシステムの名前がDNSで thor.siroe.comであること、ローカルの送
信システムの IPアドレスが 206.184.139.12で、ポート 2788から送信されていること、
リモートの宛先システムの IPアドレスが 192.160.253.66で、接続ポートが 25であるこ
とを示しています。

6. リモートの SMTPサーバーの SMTP見出し行を示しています。
7. このアドレスに返された SMTPステータスコードを示しています。250は基本的な

SMTP成功コードであり、このリモート SMTPサーバーは拡張 SMTPステータスコー
ドと追加テキストで応答しています。

MTAログの例:オプションのログフィールドを含む場合
これは、例 21–3に示されているログエントリと似ていますが、LOG_MESSAGE_ID=1を設定
することによりファイル名とメッセージ IDも記録されています。(1)と (2)を参照してく
ださい。特に、メッセージ IDは、エントリとそれに関連するメッセージの相関関係を示
すために使われます。

例 21–2MTAログ:オプションのログフィールドを含む場合

19-Jan-1998 19:16:57.64 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;marlowe@siroe.com marlowe@siroe.com

/imta/queue/tcp_local/ZZ01ISKLSKLZLI90N15M.00

<01ISKLSKC2QC90N15M@sesta.com> (1)
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例 21–2MTAログ:オプションのログフィールドを含む場合 (続き)

19-Jan-1998 19:17:01.16 tcp_local D 1

adam@sesta.com rfc822;marlowe@siroe.com marlowe@siroe.com

/imta/queue/tcp_local/Z01ISKLSKLZLI90N15M.00

<01ISKLSKC2QC90N15M@sesta.com> (2)
dns;thor.siroe.com (TCP|206.184.139.12|2788|192.160.253.66|25)

(THOR.SIROE.COM -- Server ESMTP [iMS V5.0 #8694])

smtp;250 2.1.5 marlowe@siroe.com and options OK.

MTAログの例:リストに送信する場合
この例は、LOG_FILENAME=1、LOG_MESSAGE_ID=1、および LOG_CONNECTION=1を有効にして、
複数の受取人に送信する例を示しています。ここでは、ユーザー adam@sesta.comがMTA
メーリングリスト test-list@sesta.comに送信し、それが bob@sesta.com、
carol@varrius.com、および david@varrius.comに展開されています。それぞれの受取人の
元のエンベロープTo:アドレスは test-list@sesta.comですが、現在のエンベロープTo:ア
ドレスは受取人ごとに異なるアドレスであることに注意してください。2つのファイル
(チャネル lと送信チャネル tcp_local用)がありますが、メッセージ IDは同じです。

例 21–3MTAログ:リストに送信する場合

19-Jan-1998 20:01:44.10 l l E 1

adam@sesta.com rfc822;test-list@sesta.com bob

imta/queue/l/ZZ01ISKND3DE1K90N15M.00

<01ISKND2H8MS90N15M@sesta.com>

19-Jan-1998 20:01:44.81 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;test-list@sesta.com carol@varrius.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISKND2WS1I90N15M.00

<01ISKND2H8MS90N15M@sesta.com>

19-Jan-1998 20:01:44.81 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;test-list@sesta.com david@varrius.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISKND2WS1I90N15M.00

<01ISKND2H8MS90N15M@sesta.com>

19-Jan-1998 20:01:50.69 l D 1

adam@sesta.com rfc822;test-list@sesta.com bob

imta/queue/l/ZZ01ISKND3DE1K90N15M.00

<01ISKND2H8MS90N15M@sesta.com>

19-Jan-1998 20:01:57.36 tcp_local D 1

adam@sesta.com rfc822;test-list@sesta.com carol@varrius.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISKND2WS1I90N15M.00

<01ISKND2H8MS90N15M@sesta.com>

dns;gw.varrius.com (TCP|206.184.139.12|2788|192.160.253.66|25)

(gw.varrius.com -- SMTP Sendmail)
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例 21–3MTAログ:リストに送信する場合 (続き)

smtp;250 OK.

19-Jan-1998 20:02:06.14 tcp_local D 1

adam@sesta.com rfc822;test-list@sesta.com david@varrius.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISKND2WS1I90N15M.00

<01ISKND2H8MS90N15M@sesta.com>

dns;gw.varrius.com (TCP|206.184.139.12|2788|192.160.253.66|25)

(gw.varrius.com -- SMTP Sendmail)

smtp;250 OK.

MTAログ:存在しないドメインに送信する場合
この例では、存在しないドメイン (ここでは very.bogus.com)への送信の試行を示してい
ます。つまり、存在しないことがMTAの書き換えルールによって通知されないドメイン
名であり、また、送信TCP/IPチャネルに一致するドメイン名に送信しようとしました。
この例では、LOG_FILENAME=1と LOG_MESSAGE_ID=1というMTAオプションが設定されてい
ると仮定しています。

TCP/IPチャネルが作動していて、DNSのドメイン名をチェックしているとき、DNSはそ
のような名前は存在しないというエラーを返します。(5)の「拒否」エントリ (R)のよう
にDNSはエラーを返し、(6)のようにドメイン名が不正であることを示します。

メッセージが発行されたあとでアドレスが拒否されたため、MTAは元の差出人へのバウ
ンスメッセージを生成します。MTAは新しい拒否メッセージを元の差出人のキューに入
れ (1)、元の送信メッセージを削除する ((5)のRエントリ)前にポストマスターにコピーを
送信します (4)。

(2)と (8)に示すように、バウンスメッセージなどの通知メッセージには空のエンベロー
プ From:アドレスがあります。エンベロープ From:フィールドは空白で示されています。
MTAが生成したバウンスメッセージが最初にキューに入れられることにより、新しい通
知メッセージのメッセージ IDの後ろに元のメッセージのメッセージ IDが表示されます
(3)(この情報はMTAで常に利用できるわけではないが、利用できる場合は、失敗した送
信メッセージに対応するログエントリを、通知メッセージに対応するログエントリに関
連付けることができる)。この通知メッセージは、プロセスチャネルのキューに入れられ
たあと、該当する宛先チャネルのキューに入れられます (7)。

例 21–4MTAログ:存在しないドメインに送信する場合

19-JAN-1998 20:49:04 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;user@very.bogus.com user@very.bogus.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISKP0S0LVQ94DU0K.00

<01ISKP0RYMAS94DU0K@SESTA.COM>

19-JAN-1998 20:49:33 tcp_local process E 1 (1)
rfc822;adam@sesta.com adam@sesta.com (2)
imta/queue/process/ZZ01ISKP0S0LVQ94DTZB.00
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例 21–4MTAログ:存在しないドメインに送信する場合 (続き)

<01ISKP22MW8894DTAS@SESTA.COM>,<01ISKP0RYMAS94DU0K@SESTA.COM> (3)

19-JAN-1998 20:49:33 tcp_local process E 1 (4)
rfc822;postmaster@sesta.com postmaster@sesta.com

imta/queue/process/ZZ01ISKP0S0LVQ94DTZB.00

<01ISKP22MW8894DTAS@SESTA.COM>,<01ISKP0RYMAS94DU0K@SESTA.COM>

19-JAN-1998 20:50:07 tcp_local R 1 (5)
adam@sesta.com rfc822;user@very.bogus.com user@very.bogus.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISKP0S0LVQ94DU0K.00

<01ISKP0RYMAS94DU0K@SESTA.COM>

Illegal host/domain name found (6)

19-JAN-1998 20:50:08 process l E 3 (7)
rfc822;adam@sesta.com adam (8)
imta/queue/l/ZZ01ISKP23BUQS94DTYL.00

<01ISKP22MW8894DTAS@SESTA.COM>

19-JAN-1998 20:50:08 process l E 3

rfc822;postmaster@sesta.com postmaster

imta/queue/l/ZZ01ISKP23BUQS94DTYL.00

<01ISKP22MW8894DTAS@SESTA.COM>

19-JAN-1998 20:50:12 l D 3

rfc822;adam@sesta.com adam

imta/queue/l/ZZ01ISKP23BUQS94DTYL.00

<01ISKP22MW8894DTAS@SESTA.COM>

19-JAN-1998 20:50:12 l D 3

rfc822;postmaster@sesta.com postmaster

imta/queue/l/ZZ01ISKP23BUQS94DTYL.00

<01ISKP22MW8894DTAS@SIROE.COM>

MTAログの例:存在しないリモートユーザーに送信する場合
ここでは、リモートシステムの不正アドレスに送信しようとした場合の例を示します。
この例では、LOG_FILENAME=1および LOG_MESSAGE_ID=1というMTAオプションと、
LOG_BANNER=1および LOG_TRANSPORTINFO=1というチャネルオプションが設定されていると
仮定しています。(1)の拒否エントリ (R)に注意してください。例 21–4の拒否エントリと
は異なり、この例の拒否エントリではリモートシステムに接続されたことが示されてお
り、また、(2)、(3)にリモート SMTPサーバーが発行した SMTPエラーコードが示されて
います。(2)に示されている情報は、LOG_BANNER=1および LOG_TRANSPORTINFO=1という
チャネルオプションが設定されていることを前提としています。
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例 21–5MTAログ:存在しないリモートユーザーに送信する場合

20-JAN-1998 13:11:05 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;nonesuch@siroe.com nonesuch@siroe.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISLNBB1JOE94DUWH.00

<01ISLNBAWV3094DUWH@sesta.com>

20-JAN-1998 13:11:08 tcp_local process E 1

rfc822;adam@sesta.com adam@sesta.com

imta/queue/process/ZZ01ISLNBB1JOE94DSGB.00

<01ISLNBFKIDS94DUJ8@sesta.com>,<01ISLNBAWV3094DUWH@sesta.com>

20-JAN-1998 13:11:08 tcp_local process E 1

rfc822;postmaster@sesta.com postmaster@sesta.com

imta/queue/process/ZZ01ISLNBB1JOE94DSGB.00

<01ISLNBFKIDS94DUJ8@sesta.com>,<01ISLNBAWV3094DUWH@sesta.com>

20-JAN-1998 13:11:11 tcp_local R 1 (1)
adam@sesta.com rfc822;nonesuch@siroe.com nonesuch@siroe.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ISLNBB1JOE94DUWH.00

<01ISLNBAWV3094DUWH@sesta.com>

dns;thor.siroe.com

(TCP|206.184.139.12|2788|192.160.253.66|25) (2)
(THOR.SIROE.COM -- Server ESMTP [iMS V5.0 #8694])

smtp; 553 unknown or illegal user: nonesuch@siroe.com (3)

20-JAN-1998 13:11:12 process l E 3

rfc822;adam@sesta.com adam

imta/queue/l/ZZ01ISLNBGND1094DQDP.00

<01ISLNBFKIDS94DUJ8@sesta.com>

20-JAN-1998 13:11:12 process l E 3

rfc822;postmaster@sesta.com postmaster

imta/queue/l/ZZ01ISLNBGND1094DQDP.00

<01ISLNBFKIDS94DUJ8@sesta.com>

20-JAN-1998 13:11:13 l D 3

rfc822;adam@sesta.com adam@sesta.com

imta/queue/l/ZZ01ISLNBGND1094DQDP.00

<01ISLNBFKIDS94DUJ8@sesta.com>

20-JAN-1998 13:11:13 l D 3

rfc822;postmaster@sesta.com postmaster@sesta.com

imta/queue/l/ZZ01ISLNBGND1094DQDP.00

<01ISLNBFKIDS94DUJ8@sesta.com>
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MTAログの例:リモート側のメッセージ送信試行が拒否される場
合
この例では、MTAがリモート側のメッセージ送信の試行を拒否した場合のログエントリ
を示します。この例では、有効になっている LOG_*オプションがないと仮定されているた
め、基本的なフィールドだけがエントリにログ記録されています。LOG_CONNECTIONオプ
ションを有効にすると、Jエントリなどにその他の情報フィールドが追加されます。これ
は、ORIG_SEND_ACCESSマッピングを使って SMTPリレーブロッキング (535ページ
の「SMTPリレーブロッキングを設定する」を参照)が設定されているMTAの場合の例で
す。

ORIG_SEND_ACCESS

! ...多数のエントリを省略...

!

tcp_local|*|tcp_local|* $NRelaying$ not$ permitted

alan@very.bogus.comは内部アドレスではありません。したがって、リモートユーザー
harold@varrius.comがMTAシステムを介してリモートユーザー alan@very.bogus.comにリ
レーしようとしても、拒否されます。

例 21–6MTAログ:リモート側のメッセージ送信試行が拒否される場合

28-May-1998 12:02:23 tcp_local J 0 (1)
harold@varrius.com rfc822; alan@very.bogus.com (2)
550 5.7.1 Relaying not permitted: alan@very.bogus.com (3)

1. このログは、MTAがリモート側のメッセージ送信の試行を拒否した日付と時刻を示し
ています。拒否は Jレコードで示されています。MTAチャネルが拒否されるメッセー
ジを送信しようとすると、例 21–4と例 21–5で示されているようにRレコードで示さ
れます。

注 –ログに書き込まれた最後の Jレコードは、特定のセッションの最後のレコードであ
ることを示します。また、Messaging Serverの現在のバージョンは Jレコードの数を制
限しません。

2. 試行されたエンベロープ From:およびTo:アドレスが示されています。この場合、利
用できる元のエンベロープTo:情報がなかったため、フィールドは空です。

3. このエントリには、MTAがリモート (試行した差出人)側に発行した SMTPエラー
メッセージが含まれています。

MTAログの例:配信試行が複数回行われた場合
ここでは、メッセージを最初の試行で配信できなかったために、MTAが何度もメッセー
ジを送信しようとする場合のログエントリの例を示します。この例では、LOG_FILENAME=1

と LOG_MESSAGE_ID=1というオプションが設定されていると仮定しています。
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例 21–7MTAログ:配信試行が複数回行われた場合

15-Jan-1998 10:31:05.18 tcp_internal tcp_local E 3 (1)
adam@hosta.sesta.com rfc822;user@some.org user@some.org

imta/queue/tcp_local/ZZ01IS3D2ZP7FQ9UN54R.00

<01IRUD7SVA3Q9UN2D4@sesta.com>

15-Jan-1998 10:31:10.37 tcp_local Q 3 (2)
adam@hosta.sesta.com rfc822;user@some.org user@some.org

imta/queue/tcp_local/ZZ01IS3D2ZP7FQ9UN54R.00 (3)
<01IRUD7SVA3Q9UN2D4@sesta.com>

TCP active open: Failed connect() Error: no route to host (4)

...several hours worth of entries...

15-Jan-1998 12:45:39.48 tcp_local Q 3 (5)
adam@hosta.sesta.com rfc822;user@some.org user@some.org

imta/queue/tcp_local/ZY01IS3D2ZP7FQ9UN54R.00 (6)
<01IRUD7SVA3Q9UN2D4@sesta.com>

TCP active open: Failed connect() Error: no route to host

...several hours worth of entries...

15-Jan-1998 16:45:24.72 tcp_local Q 3

adam@hosta.sesta.com rfc822;user@some.org user@some.org

imta/queue/tcp_local/ZX01IS67NY4RRK9UN7GP.00 (7)
<01IRUD7SVA3Q9UN2D4@sesta.com>

TCP active open: Failed connect() Error: connection refused (8)

...several hours worth of entries...

15-Jan-1998 20:45:51.55 tcp_local D 3 (9)
adam@hosta.sesta.com rfc822;user@some.org user@some.org

imta/queue/tcp_local/ZX01IS67NY4RRK9UN7GP.00

<01IRUD7SVA3Q9UN2D4@sesta.com>

dns;host.some.org (TCP|206.184.139.12|2788|192.1.1.1|25)

(All set, fire away)

smtp; 250 Ok

1. メッセージは tcp_internalチャネルに入ります。これは、おそらく POPまたは IMAP
クライアント、または SMTPリレーとしてMTAを使用している組織内の別のホスト
から来たものです。MTAはこれを送信 tcp_localチャネルのキューに入れます。

2. 最初の配信試行に失敗しています。これはQエントリで示されています。
3. これが最初の配信試行であることは、ZZ*ファイル名からわかります。

4. この配信試行は、TCP/IPパッケージがリモート側への経路を見つけられなかったため
に失敗しました。例 21–4とは異なり、DNSは宛先ドメイン名 some.orgを否定してい
ません。「no route to host」」というエラーは、送信側と受信側の間にネットワーク上
の問題があることを示しています。
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例 21–7MTAログ:配信試行が複数回行われた場合 (続き)

5. MTAの定期的なジョブの次の実行時に、配信が再試行され、再び失敗しています。
6. ここでファイル名が ZY*になり、2回目の試行であることを示しています。
7. ファイル名が ZX*になり、3回目の失敗した試行であることを示しています。
8. 定期的なジョブが配信を再試行し、再び失敗しています。ただし、ここではTCP/IP
パッケージがリモートの SMTPサーバーに接続できなかったことが示されているので
はなく、リモートの SMTPサーバーが接続を受け入れないことを示しています。リ
モート側のネットワーク上の問題は解決されても、SMTPサーバーをまだ起動してい
ない、またはその SMTPサーバーのメッセージ処理が追いつかないなどの理由で、
MTAが接続しようとした時点で接続が受け入れられなかったことが考えられます。

9. メッセージがキューから取り出されています。

MTAログ:変換チャネルを通過する着信 SMTPメッセージ
ここでは、メッセージが変換チャネルを通過する場合の例を示します。このサイトに
は、以下のようなCONVERSIONSマッピングテーブルがあると仮定しています。

CONVERSIONS

IN-CHAN=tcp_local;OUT-CHAN=l;CONVERT Yes

この例では、LOG_FILENAME=1と LOG_MESSAGE_ID=1というオプションが設定されていると
仮定しています。

例 21–8MTAログ:変換チャネルを通過する着信 SMTPメッセージ

04-Feb-1998 00:06:26.72 tcp_local conversion E 9 (1)
amy@siroe.edu rfc822;bert@sesta.com bert@sesta.com

imta/queue/conversion/ZZ01IT5UAMZ4QW98518O.00

<01IT5UALL14498518O@siroe.edu>

04-Feb-1998 00:06:29.06 conversion l E 9 (2)
amy@siroe.edu rfc822;bert@sesta.com bert

imta/queue/l/ZZ01IT5UAOXLDW98509E.00 <01IT5STUMUFO984Z8L@siroe.edu>

04-Feb-1998 00:06:29.31 conversion D 9 (3)
amy@siroe.edu rfc822;bert@sesta.com bert

imta/queue/conversion/ZZ01IT5UAMZ4QW98518O.00

<01IT5UALL14498518O@siroe.edu>

04-Feb-1998 00:06:32.62 l D 9 (4)
amy@siroe.edu rfc822;bert@siroe.com bert

imta/queue/l/ZZ01IT5UAOXLDW98509E.00

<01IT5STUMUFO984Z8L@siroe.edu>
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例 21–8MTAログ:変換チャネルを通過する着信 SMTPメッセージ (続き)

1. 外部ユーザー amy@siroe.eduからのメッセージがチャネル lの受取人 bert@sesta.com

に届きました。しかし、CONVERSIONSマッピングエントリにより、このメッセージは
直接チャネル lには送られず、最初に変換チャネルのキューに入れられます。

2. 変換チャネルが実行され、メッセージがチャネル lのキューに入れられます。

3. 変換チャネルはメッセージをキューから取り出す (古いメッセージファイルを削除す
る)ことができます。

4. 最後に、チャネル lのキューからメッセージが取り出され (配信され)ています。

MTAログの例:送信接続ログ
この例は、LOG_CONNECTION=3によって接続ログが有効になっているときの送信メッセー
ジのログ出力を示します。この例では、LOG_PROCESS=1、LOG_MESSAGE_ID=1、および
LOG_FILENAME=1も設定されていると仮定されています。この例は、ユーザー
adam@sesta.comが 3人の受取人 (bobby@hosta.sesta.com、carl@hosta.sesta.com、および
dave@hostb.sesta.com)に同じメッセージ (各メッセージコピーのメッセージ IDは同じ)を
送信している場合を示しています。この例では、メッセージが (同様のチャネルが大抵そ
うであるように) single_sysチャネルキーワードで示された tcp_localチャネルから送信
されていると仮定しています。したがって、(1)、(2)、(3)で示されているように、それぞ
れの受取人に対して、別々のメッセージファイルが別々のホスト名のディスク上に作成
されます。bobby@hosta.sesta.comと carl@hosta.sesta.comの受取人は同じメッセージ
ファイルに保存されますが、dave@hostb.sesta.comの受取人は別のメッセージファイル
に保存されます。

例 21–9MTAログ:送信接続ログ

19-Feb-1998 10:52:05.41 1e488.0 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;bobby@hosta.sesta.com bobby@hosta.sesta.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ITRF7BO388000FCN.00 (1)
<01ITRF7BDHS6000FCN@SESTA.COM>

19-Feb-1998 10:52:05.41 1e488.0 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;carl@hosta.sesta.com carl@hosta.sesta.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ITRF7BO388000FCN.00 (2)
<01ITRF7BDHS6000FCN@SESTA.COM>

19-Feb-1998 10:52:05.74 1e488.1 l tcp_local E 1

adam@sesta.com rfc822;dave@hostb.sesta.com dave@hostb.sesta.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ITRF7C11FU000FCN.00 (3)
<01ITRF7BDHS6000FCN@SESTA.COM>

19-Feb-1998 10:52:10.79 1f625.2.0 tcp_local - O (4)
TCP|206.184.139.12|5900|206.184.139.66|25

SMTP/hostb.sesta.com/mailhub.sesta.com (5)
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例 21–9MTAログ:送信接続ログ (続き)

19-Feb-1998 10:52:10.87 1f625.3.0 tcp_local - O (6)
TCP|206.184.139.12|5901|206.184.139.70|25

SMTP/hosta.sesta.com/hosta.sesta.com (7)

19-Feb-1998 10:52:12.28 1f625.3.1 tcp_local D 1

adam@sesta.com rfc822;bobby@hosta.sesta.com bobby@hosta.sesta.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ITRF7BO388000FCN.00

<01ITRF7BDHS6000FCN@SESTA.COM>

hosta.sesta.com dns;hosta.sesta.com (8)
(TCP|206.184.139.12|5901|206.184.139.70|25)

(hosta.sesta.com -- Server ESMTP [iMS V5.0 #8790])

(TCP|206.184.139.12|5901|206.184.139.70|25)

smtp;250 2.1.5 bobby@hosta.sesta.com and options OK.

19-Feb-1998 10:52:12.28 1f625.3.1 tcp_local D 1

adam@sesta.com rfc822;carl@hosta.sesta.com carl@hosta.sesta.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ITRF7BO388000FCN.00

<01ITRF7BDHS6000FCN@SESTA.COM>

hosta.sesta.com dns;hosta.sesta.com

(TCP|206.184.139.12|5901|206.184.139.70|25)

(hosta.sesta.com -- Server ESMTP [iMS V5.0 #8790])

(TCP|206.184.139.12|5901|206.184.139.70|25)

smtp;250 2.1.5 carl@hosta.sesta.com and options OK.

19-Feb-1998 10:52:12.40 1f625.3.2 tcp_local - C (9)
TCP|206.184.139.12|5901|206.184.139.70|25

SMTP/hosta.sesta.com/hosta.sesta.com

19-Feb-1998 10:52:13.01 1f625.2.1 tcp_local D 1

adam@sesta.com rfc822;dave@hostb.sesta.com dave@hostb.sesta.com

imta/queue/tcp_local/ZZ01ITRF7C11FU000FCN.00

<01ITRF7BDHS6000FCN@SESTA.COM>

mailhub.sesta.com dns;mailhub.sesta.com

(TCP|206.184.139.12|5900|206.184.139.66|25)

(MAILHUB.SESTA.COM -- Server ESMTP [iMS V5.0 #8694])

(TCP|206.184.139.12|5900|206.184.139.66|25)

smtp;250 2.1.5 dave@hostb.sesta.com and options OK.

19-Feb-1998 10:52:13.05 1f625.2.2 tcp_local - C (10)

TCP|206.184.139.12|5900|206.184.139.66|25

SMTP/hostb.sesta.com/mailhub.sesta.com

1. 1人目の受取人へのメッセージがキューに入れられます。
2. 次に、2人目の受取人へのメッセージがキューに入れられます。
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例 21–9MTAログ:送信接続ログ (続き)

3. 最後に、3人目の受取人へのメッセージがキューに入れられます。
4. LOG_CONNECTION=3が設定されているため、MTAがこのエントリを書き込みます。マイ
ナス記号 (-)は、このエントリが送信接続であることを示しています。Oは、このエン
トリが接続開始に対応することを意味しています。この接続開始はスレッド 2とス
レッド 3によって実行されていますが、これらの個別の接続開始に対するマルチス
レッドTCP/IPチャネルに同じプロセスが使用されているため、プロセス IDは同じ
(1f625)であることに注意してください。

5. 2つの異なるリモートシステムに接続するため、別々のスレッドにあるマルチス
レッド SMTPクライアントがそれぞれの接続を開いています。最初の接続はこのエン
トリで、2番目の接続は 7に示されています。エントリのこの部分には、送信側と受
信側の IP番号とポート番号、および最初のホスト名とDNS検索で見つかったホスト
名の両方が示されています。SMTP/initial-host/dns-hostには、最初のホスト名と、DNS
MXレコード検索を実行したあとで使用されるホスト名が表示されています。
mailhub.sesta.comは、hostb.sesta.comのMXサーバーであることがわかります。

6. マルチスレッド SMTPクライアントが、別のスレッドで 2番目のシステムとの接続を
開いています (プロセスは同じ)。

7. 2つの異なるリモートシステムに接続するため、別々のスレッドにあるマルチス
レッド SMTPクライアントがそれぞれの接続を開いています。2番目の接続はこのエ
ントリで、最初の接続は上記の 5に示されています。エントリのこの部分には、送信
側と受信側の IP番号とポート番号、および最初のホスト名とDNS検索で見つかった
ホスト名の両方が示されています。この例では、hosta.sesta.comというシステムが
メールを直接受信することがわかります。

8. この例に示されているように、特定の接続エントリのほか、LOG_CONNECTION=3に
よって接続に関連する情報が標準のメッセージエントリに組み込まれます。

9. LOG_CONNECTION=3が設定されているため、MTAがこのエントリを書き込みます。
メッセージ (この例では bobbyと carlのメッセージ)がキューから取り出されたあと、
接続が終了します。このエントリでは Cで示されています。

MTAログの例:受信接続ログ
この例では、LOG_CONNECTION=3によって接続ログが有効になっているときの着信 SMTP
メッセージのログ出力を示します。

例 21–10MTAログ:受信接続ログ

19-Feb-1998 17:02:08.70 tcp_local + O (1)
TCP|206.184.139.12|25|192.160.253.66|1244 SMTP (2)

19-Feb-1998 17:02:26.65 tcp_local l E 1

service@siroe.com rfc822;adam@sesta.com adam

THOR.SIROE.COM (THOR.SIROE.COM [192.160.253.66]) (3)

19-Feb-1998 17:02:27.05 tcp_local + C (4)
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例 21–10MTAログ:受信接続ログ (続き)

TCP|206.184.139.12|25|192.160.253.66|1244 SMTP

19-Feb-1998 17:02:31.73 l D 1

service@siroe.com rfc822;adam@sesta.com adam

1. リモートシステムが接続を開きます。Oは、このエントリが接続開始に対応したもの
であることを示しています。+は、このエントリが着信接続であることを示していま
す。

2. 接続の IP番号とポートが示されています。このエントリでは、受信システム (ログ
ファイルエントリを記録しているシステム)の IPアドレスは 206.184.139.12、ポート番
号は 25、送信システムの IPアドレスは 192.160.253.66、ポートは 1244です。

3. このエントリは、着信TCP/IPチャネル (tcp_local)からチャネル lの受取人に送られ
るメッセージがキューに入っていることを示しています。LOG_CONNECTION=3が有効に
なっているため、デフォルト以外の情報も含まれています。特に、送信システムがそ
のHELOまたは EHLO行に示す名前、接続 IP番号のDNSリバース検索で見つかった
送信システムの名前、および送信システムの IPアドレスが、すべてログに記録されま
す。この動作に影響するチャネルキーワードについては、第 12章を参照してくださ
い。

4. 着信接続が閉じています。Cは、このエントリが接続終了に対応したものであること
を示しています。+は、このエントリが着信接続であることを示しています。

ディスパッチャーのデバッグを有効にする
ディスパッチャーエラーとデバッグ出力 (有効になっている場合)は、MTAログディレク
トリ内の dispatcher.logファイルに書き込まれます。ディスパッチャーの設定情報は、
msg_svr_base/imta/dispatcher.cnfファイルに指定されます。インストール時に作成され
たデフォルトの設定ファイルをそのまま使用することができます。ただし、セキュリ
ティーやパフォーマンスなどの理由でデフォルトの設定ファイルを変更する場合は、
dispatcher.cnfファイルを編集することができます。

表 21–3ディスパッチャーデバッグビット

ビット

16進数値 10進数値

使用目的

0 x 00001 1 サービスディスパッチャーのメインモジュールの基本的なデバッグ。

1 x 00002 2 サービスディスパッチャーのメインモジュールの特別なデバッグ。

2 x 00004 4 サービスディスパッチャー設定ファイルのログ処理。

3 x 00008 8 サービスディスパッチャーに関するその他の基本的なデバッグ。
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表 21–3ディスパッチャーデバッグビット (続き)
ビット

16進数値 10進数値

使用目的

4 x 00010 16 サービスの基本的なデバッグ。

5 x 00020 32 サービスの特別なデバッグ。

6 x 00040 64 プロセスに関連するサービスのデバッグ。

7 x 00080 128 使用されていません。

8 x 00100 256 サービスディスパッチャーとプロセス通信の基本的なデバッグ。

9 x 00200 512 サービスディスパッチャーとプロセス通信の特別なデバッグ。

10 x 00400 1024 パケットレベル通信のデバッグ。

11 x 00800 2048 使用されていません。

12 x 01000 4096 ワーカープロセスの基本的なデバッグ。

13 x 02000 8192 ワーカープロセスの特別なデバッグ。

14 x 04000 16384 その他のワーカープロセスのデバッグ (特に接続ハンドオフ)。

15 x 08000 32768 使用されていません。

16 x 10000 65536 サービスディスパッチャー I/Oに対するワーカープロセスの基本的な
デバッグ。

17 x 20000 131072 サービスディスパッチャー I/Oに対するワーカープロセスの特別なデ
バッグ。

20 x 100000 1048576 統計の基本的なデバッグ。

21 x 200000 2097152 統計の特別なデバッグ。

24 x 1000000 16777216 PORT_ACCESS拒否の dispatcher.logファイルへのログ。

� ディスパッチャーのエラーデバッグ出力を有効にする

dispatcher.cnfファイルを編集します。

DEBUGオプションを -1に設定します。

論理または環境変数の IMTA_DISPATCHER_DEBUG (UNIX)を設定することもできます。この
変数は、32ビットのデバッグマスクに 16進数の FFFFFFFFの値を定義します。上の表に
は、各ビットの意味の説明があります。

1

2
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� ディスパッチャーパラメータを設定する (Solaris)
ディスパッチャー設定ファイルで提供されるディスパッチャーサービスは、さまざまな
システムパラメータの必要要件に影響を与えます。システムのヒープサイズ (datasize)
は、ディスパッチャーによるスレッドスタックの使用を考慮して十分なサイズに設定す
る必要があります。

ヒープサイズ (つまり、デフォルトの datasize)を表示するには、次のいずれかを使用し
ます。

cshコマンド:
# limit

kshコマンド

# ulimit -a

Solarisユーティリティー

# sysdef

各ディスパッチャーサービスに対して、STACKSIZE*MAX_CONNSを計算し、それらの計算値
を合計します。システムのヒープサイズは、この合計値の 2倍以上でなければなりませ
ん。

メッセージストア、管理、およびデフォルトのサービス
ログの管理

この節では、メッセージストア (POP、IMAP、およびHTTP)、管理、およびデフォルト
の各サービスのログについて説明します (表 21–1を参照)。

これらのサービスの場合、コンソールを使用してログの設定と表示を行うことができま
す。設定内容は、どのイベントを何件まで記録するかに影響します。これらの設定とそ
の他の特徴を使用して、ログファイル解析時のログイベントの検索条件を微調整するこ
とができます。

この節では、次の項目に分けて説明しています。

� 750ページの「サービスログの特性について」
� 752ページの「サービスログファイルの形式について」
� 753ページの「サービスログオプションを定義、設定する」
� 755ページの「サービスログを検索、表示する」
� 760ページの「メッセージストアのログを使用したメッセージの追跡」
� 762ページの「メッセージストアのログの例」

1

2
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サービスログの特性について
ここでは、メッセージストアと管理サービスに関するログの特徴 (ログレベル、ログイベ
ントのカテゴリ、ログファイル名の命名ルール、ログファイルのディレクトリ)について
説明します。

ログレベル
ログのレベル (優先順位)は、ログのアクティビティーの詳細度を定義します。優先順位
レベルが高いほど、詳細度は低くなります。優先順位 (重要度)の高いイベントだけがロ
グに記録されるためです。レベルを下げると、ログは詳細なものとなり、より多くのイ
ベントがログファイルに記録されます。

ログレベルは、 logfile.service.loglevel設定パラメータを設定することによって、
POP、IMAP、HTTP、管理、およびデフォルトのサービスごとに個別に設定できます (753
ページの「サービスログオプションを定義、設定する」を参照)。また、ログレベルを
使用して、ログイベントを検索するときにフィルタリングすることもできます。表 21–4
に、利用可能なレベルを示します。これらのログレベルは、UNIXの syslog機構で定義
されるログレベルのサブセットです。

表 21–4メッセージストアと管理サービスのログレベル

レベル 説明

Critical もっとも詳細度の低いログです。メールボックスや実行に必要なライブラリにサーバーがアクセ
スできない場合など、サーバーに重大な問題や致命的な状態が発生したときに、イベントがログ
に記録されます。

Error クライアントまたはほかのサーバーへの接続試行に失敗した場合など、エラー状態が発生したと
きに、イベントがログに記録されます。

Warning サーバーがクライアントから送られた通信を解釈できない場合など、警告状態が発生したとき
に、イベントがログに記録されます。

Notice ユーザーがログインに失敗したり、セッションが終了したりした場合など、通知 (正常だが重要
な状況)が発生したときに、イベントがログに記録されます。これがデフォルトのログレベルで
す。

Information ユーザーがログオンやログオフを行なったり、メールボックスを作成したり名前を変更した場合
など、重要なアクションが行われたときに、イベントがログに記録されます。

Debug もっとも詳細度の高いログです。デバッグを行う場合にのみ役立ちます。各プロセスまたはタス
ク内の個々のステップごとにイベントがログに記録されるため、問題の箇所を正確に突き止める
ことができます。

特定のログレベルを選択すると、そのレベルのイベントとそれ以上のレベル (詳細度の低
い)のイベントがログに記録されます。デフォルトのログレベルは、Noticeです。
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注 –より詳細なログを指定するほど、ログファイルがより多くのディスク容量を占有する
ことになります。ガイドラインについては、753ページの「サービスログオプションを定
義、設定する」を参照してください。

ログイベントのカテゴリ
サポートされているサービスまたはプロトコル内で、Messaging Serverは、どの機能領域
で発生したかに基づいて、ログイベントをより細かくカテゴリに分類します。各ログイ
ベントには、それを生成した機能領域の名前が含まれています。これらのカテゴリは、
イベントを検索する際のフィルタリングに使用できます。表 21–5に、Messaging Serverが
ログのために認識するカテゴリのリストを示します。

表 21–5ログイベントの発生場所のカテゴリ

機能領域 説明

一般 プロトコルまたはサービスに関連するアクション全般です

LDAP LDAPディレクトリデータベースにアクセスするMessaging Serverに関連するアク
ションです

Network ネットワークの接続に関連するアクションです (ソケットエラーはこのカテゴリに
分類される)

Account ユーザーアカウントに関連するアクションです (ユーザーログインはこのカテゴリ
に分類される)

Protocol プロトコル固有のコマンドに関連するプロトコルレベルのアクションです (POP、
IMAP、またはHTTP機能によって返されるエラーはこのカテゴリに分類される)

Stats サーバーの統計収集に関連するアクションです

Store メッセージストアへのアクセスに関連する低レベルのアクションです (読み取りま
たは書き込みエラーはこのカテゴリに分類される)

ログ検索でカテゴリをフィルタとして使用する場合の例については、755ページの「サー
ビスログを検索、表示する」を参照してください。

サービスログファイルのディレクトリ
ログ記録される各サービスごとに、1つのディレクトリが割り当てられ、ログファイルは
そこに保存されます。IMAPログファイルや POPログファイルなどの各サービスのログ
ファイルは、それぞれのディレクトリ内に一緒に保存されます。各ディレクトリの場
所、そのディレクトリ内に保存できるログファイルの数、およびファイルのサイズを設
定することができます。

すべてのログファイルを保存するのに十分な容量があることを確認してください。ログ
レベルが低い (詳細度が高い)ほど、ログファイルのサイズは大きくなります。
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ログレベル、ログローテーション、ログの有効期間、およびサーバーのバックアップポ
リシーを正しく定義することが重要です。ログファイルディレクトリのすべてがバック
アップされ、また、過負荷にならないようにするためです。これらを正しく定義しない
と、情報を失ってしまうことがあります。753ページの「サービスログオプションを定
義、設定する」を参照してください。

サービスログファイルの形式について
Messaging Serverによって作成されたメッセージストアおよび管理サービスのログファイ
ルのコンテンツの形式は、すべて同じです。ログファイルは複数行のテキストファイル
であり、各行に 1つのログイベントが記述されています。サポートされている各サービ
スに対するすべてのイベントは、通常は以下のような形式で記述されています。

dateTime hostName processName[pid]: category logLevel: eventMessage

表 21–6に、ログファイルのコンポーネントを示します。このイベント記述形式は、日
付/時刻形式が異なることと追加コンポーネント (categoryと logLevel)があることを除け
ば、UNIXの syslog機構で定義されているものと同じです。

表 21–6メッセージストアと管理サービスのログファイルのコンポーネント

コンポーネント 定義

dateTime イベントがログ記録された日付と時刻。dd/mm/yyyy hh:mm:ssの形式で表記されます。時間帯
フィールドは GMTを基準とした +/-hhmmで表記されます。例: 02/Jan/1999:13:08:21 -0700

hostName サーバーが動作しているホストマシンの名前。例: showshoe

注:ホスト上に複数のMessaging Serverインスタンスがある場合は、プロセス ID (pid)を使用
して、ログイベントのインスタンスを区別することができます。

processName イベントを生成したプロセスの名前。例: cgi_store

pid イベントを生成したプロセスのプロセス ID。例: 18753

category イベントが属するカテゴリ。例: General (例 21–5を参照)

logLevel イベントのログレベル。例: Notice (例 21–4を参照)

eventMessage イベント固有の説明メッセージで、長さは任意です。例: Log created (894305624)

以下に、コンソールを使って表示したログイベントの例を示します。

02/May/1998:17:37:32 -0700 showshoe cgi_store[18753]:

General Notice:

Log created (894155852)

04/May/1998:11:07:44 -0400 xyzmail cgi_service[343]: General Error:

function=getserverhello|port=2500|error=failed to connect
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03/Dec/1998:06:54:32 +0200 SiroePost imapd[232]: Account Notice:

close [127.0.0.1] [unauthenticated] 1998/12/3 6:54:32

0:00:00 0 115 0

IMAPおよび POPのイベントエントリの末尾は、3つの数になることがあります。上記の
例では、0 115 0です。最初の数字はクライアントによって送信されたバイト数、2番目の
数字はサーバーによって送信されたバイト数、3番目の数字は選択されたメールボックス
(POPの場合は常に 1)です。

ログファイルを「ログビューア」ウィンドウに表示するときは、特定のログレベルやカ
テゴリ、または特定のプロセス IDなどのイベント内の特定のコンポーネントを検索する
ことによって、表示するイベントを制限することができます。詳細は、755ページ
の「サービスログを検索、表示する」を参照してください。

各ログエントリのイベントメッセージは、記録されるイベントのタイプに固有の形式で
す。つまり、各サービスのイベントメッセージに表示される内容は、各サービスに
よって定義されています。多くのイベントメッセージは単純で明白なものですが、複雑
なものもあります。

サービスログオプションを定義、設定する
メッセージストアおよび管理サービスのログ設定は、管理者のニーズに合わせて定義す
ることができます。ここでは、最適な設定とポリシーを決定するために役立つ情報と、
それらの適用方法を説明します。

柔軟なログ構造
ログファイルのネーミングの形式 (service.sequenceNum.timeStamp)により、柔軟なログ
ローテーションとバックアップポリシーを設計することができます。イベントはサービ
スごとに別のファイルに記録されるため、問題をすばやく簡単に切り分けることができ
ます。また、ファイル名の中のシーケンス番号は常に増え続け、タイムスタンプは常に
一意であるため、指定したシーケンス番号の限界に達しても、新しいログファイルが古
いログファイルを単純に上書きしてしまうことはありません。古いログファイルの上書
きや削除が行われるのは、ログファイルの保存期間や最大数、合計ログ容量など、より
柔軟性のある制限がその限界に達したときだけです。

Messaging Serverでは、管理やバックアップを簡素化できるように、ログファイルの自動
ローテーションがサポートされています。後続のログイベントを記録するために、手動
で現在のログファイルを回収して新しいログファイルを作成する必要はありません。現
在のログファイル以外、ディレクトリ内にあるものはすべて、サーバーを停止したり、
新しいログファイルの作成をサーバーに手動で指定しなくても、いつでもバックアップ
することができます。

ログポリシーを設定する際に、合計ログ容量、ログファイルの最大数、個々のファイル
サイズ、ファイルの最長保存期間、およびログファイルローテーションの頻度といった
オプションを、サービスごとに設定することができます。
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適切なオプションを決定する
複数の制限を設定する必要があることと、それらの中にはログファイルのローテー
ションや削除を引き起こすものがあることを理解しておいてください。最初に限界に達
する制限が、制御の中心となります。たとえば、ログファイルの最大サイズを 3.5Mバイ
トに設定し、毎日新しいログを作成するように設定したとします。この場合、24時間以
内に 3.5Mバイト以上のデータが記録されると、1日に複数のログファイルが作成される
ことになります。このため、ログファイルの最大数が 10個、最長保存期間が 8日に設定
されている場合でも、ログのローテーションが早いため、8日間経過する前に 10個の
ファイルが作成され、最長保存期間まで達することはありません。

次はMessaging Serverの管理ログに備えられているデフォルト値であり、適切なオプ
ションを決定する際に役立ちます。

ディレクトリ内のログファイルの最大数: 10

ログファイルの最大サイズ: 2Mバイト

全ログファイルの合計最大サイズ: 20Mバイト

最小空きディスク容量: 5Mバイト

ログロールオーバー時間: 1日

最長有効期間: 7日

ログのレベル: Notice

この設定の場合、サーバー管理ログのデータは 1日当たり約 2Mバイト蓄積され、バック
アップは週 1回作成され、管理ログの保存に割り当てられている合計容量は最低 25Mバ
イトです。ログレベルがより詳細な場合、これらの設定では不十分なことがあります。

POP、IMAP、またはHTTPのログの場合も、同様の設定から始めるとよいでしょう。す
べてのサービスのログ容量要件が上記のデフォルト値とほとんど同じである場合、最初
は約 150Mバイトの合計ログ容量を設定することをお勧めします。ここに示した設定はあ
くまでも一般例であり、実際の条件はこれとかなり異なる場合があります。

ログオプションについて
メッセージストアのログ設定を制御するオプションは、コンソールまたはコマンド行を
使用して設定することができます。

これらのオプションの最適な設定は、ログデータの累積される頻度によって異なりま
す。1Mバイトの保存領域には、約 4,000～ 10,000件のログエントリを記録できます。適
度にビジー状態のサーバーでは、ログレベルが低い場合 (Noticeなど)、週に何百Mバイ
トものログデータが記録されることもあります。以下の設定を参考にしてください。

� 使用可能な保存領域の上限に合わせてログレベルを設定します。つまり、使用可能な
保存領域の上限に基づき、ログデータの累積頻度を考慮してログレベルを判断しま
す。
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� 検索処理に影響が出ないように、ログファイルのサイズを設定します。ローテー
ションのスケジュールと合計保存容量の上限を考慮して調整します。ログエントリの
累積頻度に基づいて、最大値を設定してもかまいません。この最大値は、ローテー
ションが自動的に発生するまでに蓄積されるサイズよりも少し大きめのサイズに設定
します。最大ファイルサイズとファイルの最大数を掛けて得られる値が、合計保存領
域の上限とほぼ等しくなります。

たとえば、IMAPログローテーションが毎日、1日当たりに累積される IMAPログデー
タが 3Mバイト、IMAPログの合計保存領域の上限が 25Mバイトの場合、IMAPログ
ファイルの最大サイズは 3.5Mバイトに設定します。この例では、すべてのログ
ファイルが最大サイズと最大ファイル数に達してしまうほど急速にログデータが蓄積
された場合は、いくつかのログデータが失われる可能性があります。

� サーバーのバックアップを週 1回行い、IMPログファイルを毎日ローテーションする
場合、IMAPログファイルの最大数を約 10個 (個々のログサイズの上限を超える場合
のローテーション頻度を考慮)と指定し、最長保存期間を 7日または 8日に指定しま
す。

� ハードウェアの容量とサーバーに対して計画したバックアップスケジュールに基づい
て、合計保存領域の上限を設定します。ログデータの累積頻度を予測し、サーバーの
バックアップ周期を超えないように合計保存容量の上限を少し大きめに設定します。

たとえば、IMAPログファイルデータの累積が 1日平均 3Mバイト、サーバーのバック
アップが週 1回の場合、ディスクの保存領域が十分にあることを前提として、IMAP
ログの記憶領域の上限は 25～ 30Mバイトに設定します。

� 安全性を確保するため、ログファイルを保存するボリュームに、最小空きディスク容
量を設定します。ログファイルサイズ以外の要因によってボリュームがいっぱいに
なった場合は、いっぱいになったディスクにログデータを書き込もうとして障害が発
生する前に、古いログファイルが削除されます。

サービスログを検索、表示する
コンソールには、メッセージストアおよび管理サービスに関するログデータを表示する
ための基本的なインタフェースがあります。個々のログファイルを選択したり、それら
のファイル内で柔軟なフィルタリングによる検索を行うことができます。

ログファイルはサービスごとに分かれており、それぞれ作成順に一覧表示されます。検
索するログファイルを選択したら、検索パラメータを指定して検索対象を個々のイベン
トに限定することができます。

検索パラメータ
以下に、表示するログデータを指定するための検索パラメータを示します。

� 期間:イベントを検索する期間の開始と終了を指定するか、検索する日数 (現時点から
さかのぼる日数)を指定します。サーバーのクラッシュやその他の問題の原因と
なったログイベントを調べるために、通常は期間の範囲を指定します。また、現在の
ログファイルの中で今日のイベントだけを見る場合は、期間を 1日に指定することも
できます。
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� ログのレベル:ログレベルを指定できます (750ページの「ログレベル」を参照)。たと
えば、サーバーがダウンした原因を調べる場合はCritical、失敗したプロトコルコール
を検出する場合は Errorを指定します。

� 機能領域:機能領域を指定できます (751ページの「ログイベントのカテゴリ」を参
照)。たとえば、サーバーのクラッシュにディスクエラーが関連していると思われる
場合は Store、問題が IMAPプロトコルコマンドエラーにあると思われる場合は
Protocolを選択します。

� テキスト検索パターン:テキスト検索パターンを指定して検索対象を絞ることができ
ます。検索するイベントについてすでにわかっているイベント時刻、プロセス名、プ
ロセス ID、およびイベントメッセージの一部 (リモートホスト名、関数名、エラー番
号など)などのイベントコンポーネント (752ページの「サービスログファイルの形式
について」を参照)を使用して検索できます。
検索パターンには、次の特殊文字およびワイルドカード文字を使用することができま
す。

*任意の文字セット (例: *.com)

?任意の 1文字 (例: 199?)

[nnn] nnn内の任意の文字 (例: [aeiou])

[^nnn] nnn内にない任意の文字 (例: [^aeiou])

[n-m] n-mの範囲内の任意の文字 (例: [A-Z])

[^n-m] n-mの範囲内にない任意の文字 (例: [^0-9])

\エスケープ文字: *、?、[、または ]の前に配置してそれらを文字として使用

注:検索では大文字と小文字が区別されます。

次に、ログレベルと機能領域を組み合わせた、表示するログの検索例を示します。

� 失敗したログインを表示するには、Account機能領域 (およびNoticeレベル)を指定し
ます。これは、潜在的なセキュリティー違反を調べるときに役立ちます。

� 接続に関する問題を調べるには、Network機能領域 (およびすべてのログレベル)を指
定します。

� サーバーの機能に関する基本的な問題を調べるには、すべての機能領域 (および
Criticalログレベル)を指定します。

サービスログの使用
この節では、configutilコマンドを使用して、またログの検索および表示のためのコン
ソールを使用して、サービスログを使用する方法について説明します。
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� サービスログを syslogへ送信する

次のように syslogfacilityオプションを指定して configutilコマンドを実行します。

configutil -o logfile.servicesyslogfacility -v value

ここで、serviceは admin、pop、imap、imta、または httpに、valueは user、mail、
daemon、local0から local7、または noneになります。

値が設定されると、設定値に対応する syslog機構のログにメッセージが記録され、その
他のすべてのログファイルサービスオプションが無視されます。オプションが設定され
ていない場合、または値が noneの場合、Messaging Serverログファイルが使用されます。

� コンソールを使用してログオプションを設定する

ログファイルオプションを設定するMessaging Serverを開きます。

「設定」タブをクリックし、左側のパネルで「ログファイル」フォルダを開き、サービ
ス (IMAP、HTTP、Adminなど)のログファイルを選択します。

「詳細レベル」ドロップダウンリストからログレベルを選択します。

「ログファイルのディレクトリパス」フィールドに、ログファイルの保存先となる
ディレクトリの名前を入力します。

「各ログのファイルサイズ」フィールドに、ログファイルの最大サイズを入力します。

「新規ログエントリの作成」フィールドに、ログローテーションのスケジュールの値を
入力します。

「ディレクトリ当たりのログ数」および「ログが次の日付よりも古い場合」フィールド
に、バックアップスケジュールを考慮に入れて、最大ログファイル数と期限を示す値を
入力します。

「ログサイズの合計が次の値を超えたとき」フィールドに、合計保存領域の上限を入力
します。

「残りディスク容量が次の値以下になった場合」フィールドに、確保しておく空き
ディスク容量の最小値を入力します。

HTTPログを無効にする
使用しているシステムがHTTPメッセージアクセス (Webメール)をサポートしていない
場合は、次の変数を設定してHTTPのログを無効にできます。システムにWebメールサ
ポート (たとえば、Messenger Express)が必要な場合は、これらの変数を設定しないでくだ
さい。

◗

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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� 次のように configutilコマンドを実行します。

configutil -o service.http.enable -v no

configutil -o service.http.enablesslport -v no

� サーバーログレベルを設定する

次のように configutilコマンドを実行します。

configutil -o logfile.service.loglevel -v level

ここで、serviceは admin、pop、imap、imta、または httpに、loglevelは Nolog、Critical、
Error、Warning、Notice、Information、または Debugになります。

� ログファイルのディレクトリパスを指定する

次のように configutilコマンドを実行します。

configutil -o logfile.service.logdir -v dirpath

� 各ログの最大ファイルサイズを指定する

次のように configutilコマンドを実行します。

configutil -o logfile.service.maxlogfilesize -v size

sizeにはバイト数を指定します。

� サービスログローテーションのスケジュールを指定する

次のように configutilコマンドを実行します。

configutil -o logfile.service.rollovertime -v number

numberには秒数を指定します。

� ディレクトリ内の最大サービスログファイル数を指定する

次のように configutilコマンドを実行します。

configutil -o logfile.service.maxlogfiles -v number

numberにはログファイルの最大数を指定します。

◗

◗

◗

◗

◗
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� 保存容量の上限を指定する

次のように configutilコマンドを実行します。
configutil -o logfile.service.maxlogsize -v number

numberにはバイト数を指定します。

� 確保しておく空きディスク容量の最小値を指定する

次のように configutilコマンドを実行します。
configutil -o logfile.service.minfreediskspace -v number

numberにはバイト数を指定します。

ログの保存期間を指定する
configutil -o logfile.service.expirytime -v number

numberには秒数を指定します。

� 検索対象を指定し、結果を表示する
指定したサービスに属する固有の特徴を持つログイベントを検索するには、以下の手順
に従います。

コンソールで、調べるログファイルがあるMessaging Serverを開きます。

以下のいずれかの方法で、指定したサービスログの「ログファイルの内容」タブを表示
します。

� 「タスク」タブをクリックしてから、「サービスログの表示」をクリックします。
サービス部分は、ログに記録されているサービスの名前 (”IMAPサービス”や ”管理”
など)です。

� 「設定」タブをクリックし、左側のパネルで「ログファイル」フォルダを開き、サー
ビス (IMAPやAdminなど)のログファイルを選択します。次に、右側のパネルの「目
次」タブをクリックします。

ログに記録されたサービスの「目次」タブが表示されます。

「ログファイル名」フィールドで、調べたいログファイルを選択します。

「選択したログの表示」ボタンをクリックして「ログビューア」ウィンドウを開きま
す。

「ログビューア」ウィンドウで、検索パラメータを指定します (前述の755ページの「検
索パラメータ」を参照)。

◗

◗

1

2

3

4

5

6
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「更新」をクリックして検索を実行し、「ログエントリ」フィールドに結果を表示しま
す。

メッセージストアのログを使用したメッセージの
追跡
MTAがメッセージを追跡する方法と同様に、メッセージ IDによってメッセージを追跡す
るためにメッセージストアのログを使用できます。この方法でメッセージを追跡する
と、メッセージのライフサイクルの重要なイベントを追跡できます。

メッセージストアログのメッセージを追跡するには、通常のログ設定に加えてメッセー
ジの追跡も設定する必要があります。デフォルトでは、メッセージの追跡は有効に
なっていません。

注 –メッセージの追跡は、ディスク領域を大量に使用します。十分なディスク容量がない
限り、この機能を有効にしないでください。

メッセージストアのログは、次の操作を追跡できます。

� append (付加) -メッセージストアライブラリがメッセージをフォルダに追加する主な
方法。appendの追跡は、メッセージストアに入るメッセージを示します。

� fetch (フェッチ) -エンドユーザーのためにメッセージまたはメッセージの一部を取得
する IMAPコマンド。メッセージの追跡のために、この意味はエンドユーザーが読む
ためにサービスがメッセージを取得する場合にまで拡大されます。

メッセージの追跡では、メッセージの本体の部分が取得された場合にのみ本体の取り
込みとみなされるように、メッセージのヘッダーが読み取られたときの追跡を避ける
必要がある場合があります。

� expunge (消去) - IMAPの用語であり、この場合この意味は任意のサービスがユーザー
のフォルダからメッセージを削除する場合にまで拡大されます。

� メッセージの追跡を有効にする

次のように configutilコマンドを実行します。

configutil -o local.msgrace.active -v “yes”

メッセージの追跡情報は、プロセスごとにデフォルトのログに書き込まれます。IMAP
fetchは、imapログファイルに書き込まれます。ims_master appendは、ims_masterチャネ
ルログファイルに書き込まれます。

7

◗
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� メッセージの追跡を単一のログファイルにリダイレクトする

メッセージの追跡ログを単一の「msgtrace」ログファイルにリダイレクトするには、
configutilコマンドを使用してログファイルのパラメータを設定する必要があります。
msgtraceログファイルは、その他のログファイルとは異なり、ローカルに設定されま
す。例:
configutil -o "local.logfile.msgtrace.buffersize" -v "0"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.expirytime" -v "604800"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.flushinterval" -v "60"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.logdir" -v "/opt/SUNWmsgsr/data/log"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.loglevel" -v "Information"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.logtype" -v "NscpLog"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.maxlogfiles" -v "10"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.maxlogfilesize" -v "2097152"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.maxlogsize" -v "20971520"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.minfreediskspace" -v "5242880"

configutil -o "local.logfile.msgtrace.rollovertime" -v "86400"

� メッセージ追跡ログの設定を解除する

msgtraceログファイルの設定を解除するには、configutilコマンドを使用してその設定
へのすべての参照を削除します。例:
configutil -o "local.logfile.msgtrace.buffersize" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.expirytime" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.flushinterval" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.logdir" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.loglevel" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.logtype" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.maxlogfiles" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.maxlogfilesize" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.maxlogsize" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.minfreediskspace" -v ""

configutil -o "local.logfile.msgtrace.rollovertime" -v ""

� LMTPログを設定する

LMTPを使用する場合に、単一の「msgtrace」ログファイルを使用しない場合は、ローカ
ルに tcp_lmtp_serverログファイルも設定する必要があります。LMTPを使用しない場
合、またはメッセージの追跡を使用しない場合、または「msgtrace」ログファイルの
メッセージ追跡を使用する場合、LMTPメッセージストアサイドログを初期化する必要は
ありません。LMTPはすでにMTA情報を分けてログに記録しています。例:
configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.buffersize" -v "0"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.expirytime" -v "604800"

◗

◗

◗

メッセージストア、管理、およびデフォルトのサービスログの管理

第 21章 • ログの管理 761



configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.flushinterval" -v "60"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.logdir" -v \

"/opt/SUNWmsgsr/data/log"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.loglevel" -v "Information"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.logtype" -v "NscpLog"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.maxlogfiles" -v "10"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.maxlogfilesize" -v "2097152"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.maxlogsize" -v "20971520"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.minfreediskspace" \

-v "5242880"

configutil -o "local.logfile.tcp_lmtp_server.rollovertime" -v "86400"

その他のメッセージストアログ機能
Messaging Serverでは、テレメトリと呼ばれる機能が提供されており、ユーザーの IMAP
または POPセッション全体をファイルに取得できます。この機能は、クライアント問題
をデバッグするのに便利です。たとえば、メッセージアクセスクライアントが期待どお
りに機能しないとユーザーが訴えた場合、この機能を使用してアクセスクライアントと
Messaging Server間の対話を記録することができます。628ページの「テレメトリを使用し
てユーザーの IMAP/POPセッションをチェックする」を参照してください。

メッセージストアのログの例
メッセージストアログファイルにログ記録されるフィールドの形式とフィールドのリス
トは、設定したログオプションによって異なります。ここでは、いくつかの典型的なロ
グエントリの解釈の例を示します。

メッセージストアのログの例:不良パスワード
ユーザーが無効なパスワードを入力すると、「ユーザーが見つからない」という
メッセージではなく「認証」の失敗がログに記録されます。セキュリティー上の理由か
ら、クライアントには「ユーザーが見つからない」というメッセージが渡されますが、
ログには本当の理由 (無効なパスワード)が記録されます。

例 21–11メッセージストアのログ:無効なパスワード

[30/Aug/2004:16:53:05 -0700] vadar imapd[13027]: Account Notice: badlogin:

[192.18.126.64:40718] plaintext user1 authentication failure

メッセージストアのログ:無効になったアカウント
次の例は、無効になったアカウントが原因でユーザーがログインできない理由を示して
います。さらに、無効になったアカウントは「(inactive)」または「(hold)」として明示さ
れます。
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例 21–12メッセージストアのログ:無効になったアカウント

[30/Aug/2004:16:53:31 -0700] vadar imapd[13027]: Account Notice: badlogin:

[192.18.126.64:40720] plaintext user3 account disabled (hold)

メッセージストアのログの例:付加されたメッセージ
次の例は、メッセージがフォルダに追加されるたびに発生する付加メッセージを示して
います。メッセージストアのログは、ims_masterおよび lmtpチャネルを介してメッセー
ジストアに入るすべてのメッセージを記録します。ユーザー ID、フォルダ、メッセージ
のサイズ、およびメッセージ IDの「append」を記録します。

例 21–13メッセージストアのログ:付加

[31/Aug/2004:16:33:14 -0700] vadar ims_master[13822]: Store Information:append:

user1:user/user1:659:<Roam.SIMC.2.0.6.1093995286.11265.user1@vadar.siroe.com>

メッセージストアのログの例:クライアントが取得するメッセー
ジ
メッセージストアのログは、クライアントがメッセージを取得すると、「fetch」
メッセージを書き込みます。メッセージストアのログは、少なくとも 1つの本体部分の
すべてのクライアントのフェッチを記録します。ユーザー ID、フォルダ、および
メッセージ IDの「fetch」を記録します。

例 21–14メッセージストアのログ:クライアントが取得するメッセージ

[31/Aug/2004:15:55:26 -0700] vadar imapd[13729]: Store Information:

fetch:user1:user/user1:<Roam.SIMC.2.0.6.1093051161.3655.user1@vad.siroe.com>

メッセージストアのログの例:フォルダから削除されるメッセー
ジ
例 21–15メッセージストアのログの例:フォルダから削除されるメッセージ

メッセージストアは、IMAPまたは POPメッセージがフォルダから削除される (ただし、
システムからは削除されない)と、「expunge」メッセージを書き込みます。メッセージ
がユーザーまたはユーティリティーのどちらによって消去されたかがログに記録されま
す。フォルダおよびメッセージ IDの「expunge」を記録します。

31/Aug/2004:16:57:36 -0700] vadar imexpire[13923]: Store Information:

expunge:user/user1:<Roam.SIMC.2.0.6.1090458838.2929.user1@vadar.siroe.com>

メッセージストアのログの例:重複したログインメッセージ
1つのmsgtraceログファイルに対するメッセージの追跡を設定する場合、imapおよび pop
ログファイルに記録される通常の「login」メッセージは、msgtraceファイルに重複して
記録されます。次に、正常なログインメッセージを示します。
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例 21–16メッセージストアのログ:ログイン

[30/Aug/2004:16:53:13 -0700] vadar imapd[13027]: Account Information: login

[192.18.126.64:40718] user1 plaintext
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MTAのトラブルシューティング

この章では、MTA(Message TransferAgent)のトラブルシューティングのための一般的な
ツール、方法、手順について説明します。この章には、次の節があります。

� 766ページの「MTAのトラブルシューティングの標準的な手順」765ページの「トラ
ブルシューティングの概要」

� 766ページの「MTAのトラブルシューティングの標準的な手順」766ページの「MTA
のトラブルシューティングの標準的な手順」

� 775ページの「一般的なMTAの問題と解決策」
� 788ページの「一般的なエラーメッセージ」
� 634ページの「メールボックスとメールボックスデータベースの修復」 (別の章)

監視手順に関連する項目は、第 23章で参照できます。

注 –この章を読む前に、このマニュアルの第 5章から第 10章と、『 Sun Java System
Messaging ServerAdministration Reference』のMTA設定およびコマンド行ユーティリ
ティーに関する章をもう一度確認してください。

トラブルシューティングの概要
MTAトラブルシューティングの最初の段階の 1つは、診断を始める場所を決めることで
す。該当する問題によって、ログファイルにあるエラーメッセージを検索することもで
きます。また、標準MTAプロセスのすべてをチェックしたり、MTA設定を見直したり、
個々のチャネルを起動して停止することもできます。どの方法を使用する場合も、MTA
のトラブルシューティングを行う際は次の点を考慮してください。

� メッセージの受け入れが設定や環境に関する問題 (たとえば、ディスク容量や制限容
量の問題)によって妨げられていないか。

� メッセージがキューに入れられたときに、ディスパッチャーやジョブコントローラな
どのMTAサービスが実行されていたか。

22第 2 2 章
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� ネットワーク接続やルーティングの問題が、リモートシステム上でメッセージの未着
や配信ミスの原因になっていないか。

� 問題が発生したのは、メッセージをキューに入れる前後か。

この章の以下の節で、これらの問題に対する処置を説明しています。

MTAのトラブルシューティングの標準的な手順
この節では、MTAのトラブルシューティングの標準的な手順の概要を説明します。問題
が発生してもエラーメッセージが生成されない場合、エラーメッセージに十分な診断情
報がない場合、あるいはMTAの全般的な状況のチェック、テスト、および標準的な保守
を行う場合は、以下の手順に従ってください。

� 766ページの「MTA設定をチェックする」
� 766ページの「メッセージキューディレクトリをチェックする」
� 767ページの「危険なファイルの所有権をチェックする」
� 767ページの「ジョブコントローラとディスパッチャーが実行中であることを
チェックする」

� 768ページの「ログファイルをチェックする」
� 770ページの「チャネルプログラムを手動で実行する」
� 770ページの「個々のチャネルを起動および停止する」
� 771ページの「MTAのトラブルシューティングの例」

MTA設定をチェックする
imsimta test -rewrite ユーティリティーを使って、アドレス設定をテストしてくださ
い。このユーティリティーを使うと、実際にメッセージを送信することなく、MTAのア
ドレス書き換えとチャネルマッピングをテストすることができます。詳細は、『Sun Java
SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の第 2章「Message Transfer
Agent Command-line Utilities」のMTAコマンド行ユーティリティーの章を参照してくださ
い。

通常このユーティリティーは、メッセージをキューに入れるチャネルとともに、適用さ
れるアドレス書き換えを表示します。ただし、このユーティリティーは、MTA設定の構
文エラーが発生すると、エラーメッセージを発行します。出力が希望するものでない場
合は、設定を修正することもできます。

メッセージキューディレクトリをチェックする
MTAメッセージキューディレクトリ (通常、msg_svr_base/data/queue/)にメッセージがあ
るかどうかをチェックします。希望するメッセージファイルがMTAメッセージキュー
ディレクトリにあるかどうかをチェックするには、imsimta qmのようなコマンド行ユー
ティリティーを使用します。imsimta qmの詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta qm」のMTAコマンド行ユーティリ
ティーの章と 815ページの「imsimta qm counters」を参照してください。
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imsimta test -rewriteの出力が正しいようであれば、メッセージが実際にMTAメッセー
ジキューサブディレクトリに置かれているかどうかをチェックします。これを行うに
は、メッセージのログを有効にします (MTAログの詳細については、728ページの「MTA
メッセージおよび接続のログの管理」を参照)。次に、ディレクトリ /msg_svr_base/log/
にあるmail.log_currentファイルを調べます。特定のメッセージをそのメッセージ IDで追
跡して、メッセージがMTAメッセージキューサブルーチンに置かれていることを確認で
きます。メッセージが見つからない場合は、ファイルのディスク容量やディレクトリア
クセス権に関する問題がある可能性があります。

危険なファイルの所有権をチェックする
Messaging Serverをインストールしたときに、メールサーバーのユーザーアカウント (デ
フォルトでは nobody)を選択したはずです。次に示すディレクトリ、サブディレクトリ、
およびファイルは、このアカウントが所有している必要があります。

/msg_svr_base/data/queue/
/msg_svr_base/log
/tmp

以下のUNIXシステムのコマンド例にあるようなコマンドを使用して、これらのディレ
クトリの保護と所有権をチェックできます。

ls -l -p -d /opt/SUNWmsgsr/data/queue

drwx------ 6 inetuser bin 512 Feb 7 09:32 /opt/SUNWmsgsr/data/queue

ls -l -p -d /opt/SUNWmsgsr/log/imta

drwx------ 2 inetuser bin 1536 Mar 10 09:00 /opt/SUNWmsgsr/log/imta

ls -l -p -d /opt/SUNWmsgsr/imta/tmp

drwx------ 2 inetuser bin 512 Feb 7 10:00 /opt/SUNWmsgsr/imta/tmp

次のUNIXシステムのコマンド例のようなコマンドを使用して、
/msg_svr_base/data/queueにあるファイルがMTAアカウントによって所有されているこ
とをチェックします。

ls -l -p -R /opt/SUNWmsgsr/data/queue

ジョブコントローラとディスパッチャーが実行中
であることをチェックする
MTAジョブコントローラは、大半の送信 (マスター)チャネルジョブなどの、MTAが処理
するジョブの実行を行います。

MTAのトラブルシューティングの標準的な手順

第 22章 • MTAのトラブルシューティング 767



MTAチャネルの中には、MTAのマルチスレッド SMTPチャネルのように、着信メッセー
ジを処理する常駐サーバープロセスを含むものもあります。このようなサーバーは、
チャネルのスレーブ (着信)方向を扱います。MTAディスパッチャーは、そのようなMTA
サーバーの作成を行います。ディスパッチャーの設定オプションは、サーバーの可用
性、作成されたサーバーの数、各サーバーが処理できる接続の数を制御します。

ジョブコントローラとディスパッチャーがあるかどうかをチェックし、MTAサーバーと
処理するジョブが実行中かどうかを確認するには、imsimta processコマンドを使用しま
す。このコマンドは、アイドル状態では job_controllerおよび dispatcherプロセスにな
ります。次に例を示します。

# imsimta process

USER PID S VSZ RSS STIME TIME COMMAND

inetuser 9567 S 18416 9368 02:00:02 0:00 /opt/SUNWmsgsr/lib/tcp_smtp_server

inetuser 6573 S 18112 5720 Jul_13 0:00 /opt/SUNWmsgsr/lib/job_controller

inetuser 9568 S 18416 9432 02:00:02 0:00 /opt/SUNWmsgsr/lib/tcp_smtp_server

inetuser 6574 S 17848 5328 Jul_13 0:00 /opt/SUNWmsgsr/lib/dispatcher

ジョブコントローラがない場合、/msg_svr_base/data/queueディレクトリにあるファイル
はバックアップされ、メッセージは配信されません。ディスパッチャーがなければ、
SMTP接続を受信することはできません。

imsimta processの詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「imsimta process」を参照してください。

ジョブコントローラもディスパッチャーもない場合は、/msg_svr_base/data/logにある
dispatcher.log-*または job_controller.log-*ファイルを確認します。

ログファイルが存在しないか、エラーが示されていない場合は、start-msgコマンドを
使ってプロセスを開始してください。詳細は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4
Administration Reference』の「start-msg」のMTAコマンド行ユーティリティーの章を参照
してください。

注 –実行が必要なプログラムを実行する (exec())前に子プロセスをフォークしている
(fork())場合を除き、imsimta processを実行するときは、ディスパッチャーまたは
ジョブコントローラの複数のインスタンスを表示しないようにしてください。ただし、
このような重複が発生しているのは非常に短い期間です。

ログファイルをチェックする
MTAが処理するジョブが正常に実行されていても、メッセージがメッセージキュー
ディレクトリに残っている場合は、ログファイルを調べて何が起きているかを見ること
ができます。すべてのMTAログファイルは、ディレクトリ /msg_svr_base/logに作成され
ます。表 22–1に、MTAが処理するさまざまなジョブのログファイル名の形式を示しま
す。
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表 22–1MTAログファイル

ファイル名 ログファイルの内容

channel_master.log-uniqueid channelのマスタープログラム (通常はクライアント)の出力。

channel_slave.log- uniqueid channelのスレーブプログラム (通常はサーバー)の出力。

dispatcher.log-uniqueid ディスパッチャーのデバッグ。このログは、ディスパッチャーの DEBUG

オプションが設定されているかどうかにかかわらず作成されます。ただ
し、デバッグの詳細情報を入手するには、DEBUGオプションをゼロ以外
の値に設定する必要があります。

imta 配信に関する問題が発生した場合の ims-msチャネルのエラーメッセー
ジ。

job_controller.log-uniqueid ジョブコントローラのログ。このログは、ジョブコントローラの DEBUG

オプションが設定されているかどうかにかかわらず作成されます。ただ
し、デバッグの詳細情報を入手するには、DEBUGオプションをゼロ以外
の値に設定する必要があります。

tcp_smtp_server.log-uniqueid tcp_smtp_serverのデバッグ。このログ内の情報はサーバー固有の情報
であり、メッセージに対するものではありません。

return.log-uniqueid 定期的なMTAメッセージバウンサジョブのデバッグ出力。option.dat

内で return_debugオプションを使用している場合は、このログファイル
が作成されます

注 –各ログファイルの作成時には、同一のチャネルが作成した過去のログが上書きされな
いよう、ファイル名に固有の ID (uniqueid)が付加されています。特定のログファイルを
見つける際は、imsimta viewユーティリティーを使用できます。imsimta purgeコマンド
を使用して、古いログファイルを消去することもできます。詳細は、『Sun Java System
Messaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta purge」のMTAコマンド行
ユーティリティーの章を参照してください。

channel_master.log-uniqueidおよび channel_slave.log-uniqueidのログファイルは、次の
ような状況で作成されます。

� 現在の設定にエラーがある場合。

� master_debugまたは slave_debugキーワードが imta.cnfファイル内のチャネルに設定
されている場合。

� mm_debugが option.datファイルでゼロ以外の値 (mm_debug > 0)に設定されている場
合。option.datファイルは /msg_svr_base/config/にあります。

チャネルのマスターおよびスレーブプログラムのデバッグについては、『 Sun Java System
Messaging ServerAdministration Reference』を参照してください。
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チャネルプログラムを手動で実行する
MTAの配信問題を診断するときは、特に、1つ以上のチャネルに対するデバッグを有効
にしたあとで、MTA配信ジョブを手動で実行することをお勧めします。

imsimta submitコマンドは、MTAジョブコントローラにチャネルの実行を通知します。
問題のチャネルに対してデバッグが有効になっている場合は、表 22–1で示すように、
imsimta submitでディレクトリ /msg_svr_base/log内にログファイルが作成されます。

imsimta runコマンドは、現在アクティブなプロセスのもとでチャネルに対する送信を実
行し、また、端末に出力を送信します。ジョブの送信自体に問題があると思われる場合
は特に、ジョブを送信するよりもこの方法をお勧めします。

注 –チャネルを手動で実行するには、ジョブコントローラが実行されている必要がありま
す。

imsimta submitコマンドと imsimta runコマンドの構文、オプション、パラメータ、例の
詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「CommandDescriptions」を参照してください。

個々のチャネルを起動および停止する
場合によっては、個々のチャネルを停止して再起動することで、メッセージキューの問
題の診断とデバッグが行いやすくなることもあります。メッセージキューを停止して、
キューに入れられたメッセージを検査し、ループまたはスパム攻撃があるかどうかを確
認することができます。

� 特定のチャネルへの送信処理 (キューからの取り出し)を停止する
には

imsimta qm stop コマンドを使用して、特定のチャネルを停止します。これにより、
ジョブコントローラを停止する必要がなくなり、設定を再コンパイルしなくてすみま
す。次の例では、conversionチャネルを停止しています。

imsimta qm stop conversion

処理を再開するには、imsimta qm start コマンドを使用してチャネルを再起動します。次
の例では、conversionチャネルを起動しています。

imsimta qm start conversion

imsimta qm startコマンドと imsimta qm stopコマンドの詳細については、『Sun Java
SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta qm」を参照してく
ださい。
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特定のドメインまたは IPアドレスからの受信処理 (チャネルの
キューに入れる)を停止するには
クライアントホストに一時的なSMTPエラーを返している間に、特定のドメインまたはIP
アドレスからの受信メッセージ処理を停止したい場合は、次の操作のいずれかを実行す
ることができます。これを実行すると、メッセージはシステム上に保持されることはあ
りません。詳細については、518ページの「第 1部マッピングテーブル」を参照してくだ
さい。

� 特定のホストまたはドメイン名からの受信処理を停止するには、MTAマッピング
ファイル (通常は /msg_svr_base/config/mappings)にあるORIG_SEND_ACCESSマッピ
ングテーブルに次のアクセスルールを追加します。

ORIG_SEND_ACCESS

*|*@sesta.com|*|* $X4.2.1|$NHost$ blocked

このようにすると、差出人のリモートMTAはメッセージをシステム上に保持し、受信処
理を再開するまで定期的にそのメッセージを再送信し続けるようになります。

� 特定の IPアドレスからの受信処理を停止するには、MTAマッピングファイル (通常は
/msg_svr_base/config/mappings)にある PORT_ACCESSマッピングテーブルに次のアク
セスルールを追加します。

PORT_ACCESS

TCP|*|25|IP_address_to_block|* $N500$ can’t$ connect$ now

ドメインまたは IPアドレスからの受信処理を再開するときは、必ず上記のルールを
マッピングテーブルから削除し、設定を再コンパイルしてください。さらに、各マッピ
ングテーブルごとに固有のエラーメッセージを作成することもできます。これを行うこ
とで、使用中のマッピングテーブルを確認することができます。

MTAのトラブルシューティングの例
この節では、特定のMTAの問題のトラブルシューティング方法をステップバイステップ
で説明します。この例では、メールの受取人は電子メールメッセージの添付ファイルを
受信しませんでした。注: MIMEプロトコルの用語に沿って、この節では「添付ファイ
ル」のことを「メッセージ部分」と呼びます。前述のトラブルシューティング方法を使
用して、メッセージ部分が見えなくなった場所と原因を確認します (766ページの「MTA
のトラブルシューティングの標準的な手順」を参照)。次の手順で、メッセージがMTAを
通じてとるパスを確認することができます。さらに、メッセージ部分が見えなくなった
のがキューに入れられる前後かどうかを確認することができます。これを行うには、関
連ファイルを取り込みながら、チャネルを手動で停止してから起動する必要がありま
す。
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注 –メッセージをチャネルを通じて手動で起動するときは、ジョブコントローラが実行さ
れている必要があります。

メッセージパスにあるチャネルを識別する
メッセージパスにあるチャネルを識別することによって、該当するチャネルに
master_debugおよび slave_debugキーワードを適用することができます。これらのキー
ワードはチャネルのマスターおよびスレーブログファイルにデバッグ出力を生成しま
す。そのマスターおよびスレーブデバッグ情報により、メッセージ部分が見えなく
なった場所が識別しやすくなります。

1. ディレクトリ /msg_svr_base/configにある option.datファイルに log_message_id=1を
追加します。このパラメータにより、メッセージ ID:ヘッダー行が mail.log_current

ファイルに表示されます。

2. imsimta cnbuildを実行して設定を再コンパイルします。

3. imsimta restart dispatcherを実行して、SMTPサーバーを再起動します。
4. エンドユーザーにメッセージ部分を含むメッセージを再送信してもらいます。
5. メッセージが通過するチャネルを確認します。
チャネルを識別する方法にはいろいろありますが、次の方法をお勧めします。

a. UNIXプラットフォームの場合は、grepコマンドを使用して、メッセージ ID:
ヘッダー行を /msg_svr_base/logディレクトリにある mail.log_currentファイルで
検索します。

b. メッセージ ID:ヘッダー行が見つかったら、E (キューに入れる)およびD (キューか
ら取り出す)レコードを検索して、メッセージのパスを確認します。ログエントリ
コードの詳細については、729ページの「MTAログエントリの形式について」を
参照してください。この例の場合は、次の EおよびDレコードを見てください。

29-Aug-2001 10:39:46.44 tcp_local conversion E 2 ...

29-Aug-2001 10:39:46.44 conversion tcp_intranet E 2 ...

29-Aug-2001 10:39:46.44 tcp_intranet D 2 ...

左側のチャネルはソースチャネルで、右側のチャネルは宛先チャネルです。この例で
は、EレコードとDレコードは、メッセージのパスが tcp_localチャネルから conversion

チャネルに移り、最後に tcp_intranetチャネルに移っていることを示しています。

データを収集するためにチャネルを手動で起動および停止する
この節では、チャネルを手動で起動したり停止したりする方法を説明します。詳細につ
いては、770ページの「個々のチャネルを起動および停止する」を参照してください。
メッセージのパスにあるチャネルを手動で起動したり停止することによって、メッセー
ジとログファイルをMTAプロセスのさまざまな段階で保存することができます。これら
のファイルは、後述の 774ページの「メッセージに問題が発生した場所を確認するに
は」で使用されます。
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� チャネルを手動で起動および停止するには

十分なデバッグ情報を提供するためには、ディレクトリ /msg_svr_base/configにある
option.datファイルに mm_debug=5を設定します。

ディレクトリ /msg_svr_base/config内の imta.cnfファイルにある該当するチャネルに、
slave_debugキーワードと master_debugキーワードを追加します。

a. リモートシステムから送信されるメッセージ部分を含むメッセージの受信チャネル
(または最初のダイアログの間にメッセージが切り替えられるチャネル)で、
slave_debugキーワードを使用します。この例では、slave_debugキーワードが
tcp_localチャネルに追加されています。

b. メッセージが通過し、772ページの「メッセージパスにあるチャネルを識別する」で
識別されたほかのチャネルに、master_debugキーワードを追加します。この例では、
master_debugキーワードは conversionチャネルと tcp_intranetチャネルに追加されま
す。

c. imsimta restart dispatcherコマンドを実行して SMTPサーバーを再起動します。

imsimta qm stopコマンドと imsimta qm startコマンドを使用して、特定のチャネルを起
動および停止します。これらのキーワードの使用の詳細については、770ページ
の「個々のチャネルを起動および停止する」を参照してください。

メッセージファイルの取り込み処理を開始するために、エンドユーザーにメッセージ部
分を含むメッセージを再送信してもらいます。

メッセージがチャネルに入るときに、メッセージが imsimta qm stopコマンドによって停
止されていると、メッセージはチャネル内で停止します。詳細については、手順 3を参
照してください。

a. メッセージのパスにある次のチャネルを手動で起動する前に、メッセージファイルを
コピーして名前を変更します。次のUNIXプラットフォームの例を見てください。

# cp ZZ01K7LXW76T7O9TD0TB.00 ZZ01K7LXW76T7O9TD0TB.KEEP1

通常、メッセージファイルは、/msg_svr_base/data/queue/destination_channel/001のよ
うなディレクトリにあります。destination_channelは、メッセージが通過する次の
チャネル (tcp_intranetなど)です。destination_channelディレクトリにサブディレクト
リ (001、002など)を作成する場合は、チャネルにsubdirsキーワードを追加します。

b. メッセージが処理される順番を識別するために、メッセージをトラップしてコピーす
るたびに、メッセージの拡張子に番号を付けることをお勧めします。

チャネルでメッセージの処理を再開し、メッセージのパスにある次の宛先チャネルの
キューに入れます。これを行うには、imsimta qm start コマンドを使用します。

1
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Copy and save the corresponding channel log file (for example: /msg_svr_base/log.ディレクトリ
にある対応するチャネルログファイル (たとえば、 tcp_intranet_master.log-*)をコピー
して、保存します。追跡しているメッセージのデータを含む該当するログファイルを選
択します。必ず、コピーするファイルが、チャネルで受信するメッセージのタイムスタ
ンプおよび Subjectヘッダーと一致するようにします。tcp_intranet_master.log-*の例で
は、ファイルが削除されないように、ファイルを tcp_intranet_master.keepという名前
で保存しています。

最終的な宛先に達するまで、手順 5～ 7を繰り返します。

手順 7でコピーしたログファイルは、手順 5でコピーしたメッセージファイルと相互に関
連させる必要があります。たとえば、メッセージ部分がないためにすべてのチャネルを
停止した場合は、conversion_master.log-*ファイルと tcp_intranet_master.log-*ファイ
ルを保存します。ソースチャネルのログファイル tcp_local_slave.log-*も保存します。
さらに、それぞれの宛先チャネルの対応するメッセージファイルのコピーを保存しま
す。つまり、conversionチャネルの ZZ01K7LXW76T7O9TD0TB.KEEP1、tcp_intranetチャネル
の ZZ01K7LXW76T7O9TD0TB.KEEP2を保存します。

メッセージとログファイルがコピーされたら、デバッグオプションを削除します。

a. ディレクトリ /msg_svr_base/config内の imta.cnfファイルにある該当するチャネルか
ら、slave_debugキーワードと master_debugキーワードを削除します。

b. mm_debug=0をリセットし、ディレクトリ /msg_svr_base/configの option.datファイル
にある log_message_id=1を削除します。

c. imsimta cnbuildを使用して設定を再コンパイルします。

d. imsimta restart dispatcherコマンドを実行して SMTPサーバーを再起動します。

� メッセージに問題が発生した場所を確認するには

チャネルプログラムの起動と停止が終わるまでには、トラブルシューティングのために
使用できる次のファイルがあるはずです。

a. 各チャネルプログラムのメッセージファイルのすべてのコピー (たとえば、
ZZ01K7LXW76T7O9TD0TB.KEEP1)

b. tcp_local_slave.log-*ファイル

c. 各宛先チャネルの channel_master.log-*ファイルのセット

d. メッセージのパスを示す mail.log_currentレコードのセット

すべてのファイルには、mail.log_currentレコードにあるメッセージ ID:ヘッダー行
に一致するタイムスタンプ値とメッセージ ID値がある必要があります。メッセージ
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が受取人にバウンスされた場合は例外です。バウンスされたメッセージには元の
メッセージとは異なるメッセージ ID値が付いています。

tcp_local_slave.log-*ファイルを調べて、メッセージがキューに入れられたときに
メッセージにメッセージ部分があったかどうかを確認します。

SMTPダイアログとデータを見て、クライアントマシンから何が送信されたかを確認しま
す。

メッセージ部分が tcp_local_slave.log-*ファイルになかった場合、問題が発生したのは
メッセージがMTAに入る前です。結果として、メッセージはメッセージ部分なしで
キューに入れられています。このような場合、問題は、差出人のリモート SMTPサー
バーまたは差出人のクライアントマシンで発生した可能性があります。

メッセージファイルを詳しく調べて、メッセージ部分が変更されたり欠落したりした場
所を確認します。

メッセージファイルにメッセージ部分が変更されたり欠落したりしたことが示されてい
た場合は、前のチャネルのログファイルを調べます。たとえば、tcp_intranetチャネル
に入っているメッセージのメッセージ部分が変更されたり欠落したりした場合は、
conversion_master.log-*ファイルを確認する必要があります。

メッセージの最終的な宛先を確認します。

tcp_local_slave.log、メッセージファイル (例: ZZ01K7LXW76T7O9TD0TB.KEEP1)、および
channel_master.log-*ファイルでメッセージ部分が変更されていないようであれば、MTA
がメッセージを変更したのではなく、メッセージ部分は最終的な宛先へのパスの次のス
テップで消えています。

最終的な宛先が ims-msチャネル (メッセージストア)である場合は、メッセージ部分がこ
の転送の間または転送のあとに欠落したかどうかを確認するために、メッセージをサー
バーからクライアントマシンにダウンロードすることもできます。宛先チャネルが tcp_*

チャネルの場合は、メッセージのパスにあるMTAに移動する必要があります。Messaging
ServerのMTAの場合は、トラブルシューティング処理すべてを繰り返す必要があります (
772ページの「メッセージパスにあるチャネルを識別する」、772ページの「データを収
集するためにチャネルを手動で起動および停止する」、およびこの節を参照)。その他の
MTAが自分の管理下にない場合は、問題を報告したユーザーが特定のサイトに問い合わ
せる必要があります。

一般的なMTAの問題と解決策
この節では、MTAの設定と操作で一般的に起こりやすい問題と解決策を示します。

� 776ページの「TLSの問題」
� 776ページの「設定ファイルまたはMTAデータベースに対する変更が有効にならな
い」

� 777ページの「MTAが、メールを送信するが受信しない」
� 777ページの「ディスパッチャー (SMTPサーバー)が起動しない」
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� 777ページの「着信 SMTP接続時のタイムアウト」
� 779ページの「メッセージがキューから取り出されない」
� 782ページの「MTAメッセージが配信されない」
� 783ページの「メッセージがループしている」
� 785ページの「受信したメッセージがエンコードされている」
� 786ページの「SSR (Server-Side Rules)が作動していない」
� 787ページの「ユーザーが電子メールの送信ボタンを押したときの応答が遅い」
� 787ページの「アドレスのローカル部分または受信フィールド内のアスタリスク」

TLSの問題
SMTPダイアログの間に、STARTTLSコマンドが次のエラーを返した場合で、

454 4.7.1 TLS library initialization failure

かつ証明書をインストール済みで pop/imapアクセスを試みている場合は、次のことを確
認します。

� 証明書の保護と所有権が、mailsrvアカウントでファイルにアクセスできるように設
定されている

� 証明書が保存されているディレクトリに、mailsrvアカウントでその中のファイルに
アクセスできるような保護と所有権が設定されている。

保護を変更し、証明書をインストールしたら、次のコマンドを実行します。

stop-msg dispatcher

start-msg dispatcher

再起動でも問題は解決するはずですが、完全にシャットダウンして証明書をインストー
ルしてから操作をやり直すことをお勧めします。

設定ファイルまたはMTAデータベースに対する変
更が有効にならない
設定、マッピング、変換、セキュリティー、オプション、またはエイリアスファイルに
対する変更が有効になっていない場合は、次の手順を実行したかどうかをチェックしま
す。

1. 設定の再コンパイル (imsimta cnbuildを実行)。
2. 該当するプロセス (imsimta restart dispatcherなど)の再起動。
3. クライアント接続の再確立。
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MTAが、メールを送信するが受信しない
ほとんどのMTAチャネルは、スレーブまたはチャネルプログラムに依存して、着信
メッセージを受信します。MTAがサポートしているいくつかの転送プロトコル (TCP/IP
やUUCPなど)の場合、転送プロトコルが標準サーバーではなくMTAスレーブプログラ
ムをアクティブにしていることを確認する必要があります。ネイティブの sendmail SMTP
サーバーからMTAの SMTPサーバーへの置換は、Messaging Serverのインストールの際に
実行されます。詳細は、『Sun Java Enterprise System 2005Q4インストールガイド』を参照
してください。

マルチスレッド SMTPサーバーの場合、SMTPサーバーの起動はディスパッチャーに
よって制御されます。ディスパッチャーが SMTPサービスより大きいか等しい MIN_PROCS

値を使用するように構成されている場合は、少なくとも 1つの SMTPサーバープロセスが
常に実行されている必要があります (SMTPサービスの MAX_PROCS値によっては複数の場
合もある)。imsimta processコマンドを使用して、SMTPサーバープロセスがあるかどう
かをチェックすることもできます。詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta process」を参照してください。

ディスパッチャー (SMTPサーバー)が起動しない
ディスパッチャーが起動しない場合は、まず dispatcher.log-*に関連するエラー
メッセージがあるかどうか確認します。/tmp/.SUNWmsgsr.dispatcher.socketファイルの
作成やアクセスに関する問題がログで示されている場合は、/tmp保護が 1777に設定され
ていることを確認します。これは、権限で次のように表示されます。

drwxrwxrwt 8 root sys 734 Sep 17 12:14 tmp/

.

また、.SUNWmsgsr.dispatcher.socketファイルの ls -lを実行して、適切な所有権を確認
します。たとえば、このファイルが rootによって作成された場合は、inetmailでアクセ
スすることはできません。

Do not remove the ..SUNWmsgsr.dispatcher.fileを削除しないでください。また、存在しな
い場合は作成しないでください。このファイルはディスパッチャーによって作成されま
す。保護が 1777に設定されていないと、ディスパッチャーはソケットファイルを作成お
よびアクセスできないため、起動または再起動しません。また、Messaging Serverとは関
連のないほかの問題が発生している可能性もあります。

着信 SMTP接続時のタイムアウト
着信 SMTP接続時のタイムアウトは、システムリソースやその割り当てに関連している
ことがよくあります。次の方法を使用して、着信 SMTP接続時のタイムアウトの原因を
識別することができます。
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� 着信 SMTP接続時のタイムアウトの原因を識別するには

同時に許可する着信 SMTP接続の数をチェックします。これは SMTPサービスのディス
パッチャー設定である MAX_PROCSおよび MAX_CONNSによって制御され、許可できる同時接
続数は MAX_PROCS*MAX_CONNSです。接続数が少なすぎる場合、システムリソースに余裕が
あれば、この数を増やすことを考慮してください。

使用できるもう 1つの方法は、TELNETセッションを開くことです。

次の例では、ユーザーは 127.0.0.1ポート 25に接続しています。接続すると、220バナー
が返されます。次に例を示します。

telnet 127.0.0.1 25

Trying 127.0.0.1...

Connected to 127.0.0.1.

Escape character is ’^]’.

220 budgie.sesta.com --Server ESMTP (Sun Java System Messaging Server 6.1

(built May 7 2001))

接続して 220バナーを受信しても、その他のコマンド (ehloや mail fromなど)が応答を不
正としない場合は、imsimta test -rewrite を実行して設定が正しいことを確認する必要
があります。

220バナーの応答が遅い場合や、SMTPサーバーで pstackコマンドを実行すると次の
iii_res*関数 (名前解決検索が実行されていることを示す)が表示される場合がありま
す。

febe2c04 iii_res_send (fb7f4564, 28, fb7f4de0, 400, fb7f458c, fb7f4564) +

42c febdfdcc iii_res_query (0, fb7f4564, c, fb7f4de0, 400, 7f) + 254

このような場合は、localhost/127.0.0.1のような一般的なペアでも、ホストが名前解決
のリバース検索を行う必要があることも考えられます。このようなパフォーマンスの低
下を回避するには、/etc/nsswitch.confファイルでのホストの検索順を並べ替えてくだ
さい。このためには、/etc/nsswitch.confファイルの次の行を変更します。

hosts: dns nis [NOTFOUND=return] files

変更後は次のようになります。

hosts: files dns nis [NOTFOUND=return]

/etc/nsswitch.confファイルでこのような変更を行うと、複数の SMTPサーバーで不要な
検索を実行する必要がなく、少数の SMTPサーバーでメッセージを処理するため、パ
フォーマンスを向上させることができます。

着信 SMTPover TCP/IPメールを処理しているチャネル (通常は、tcp_localと tcp_intranet)
上に slave_debugキーワードを設定することもできます。これを実行したあと、最新の
tcp_local_slave.log-uniqueidファイルを見直して、タイムアウトになったメッセージの
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特性を識別します。たとえば、受取人の数が多すぎる着信メッセージがタイムアウトに
なった場合は、チャネル上で expandlimitキーワードを使用することを考慮してくださ
い。

システムが過負荷になっていて拡張されすぎている場合は、タイムアウトを完全に回避
するのは難しくなります。

メッセージがキューから取り出されない
TCP/IP配信中に発生したエラーは、一時的なことがよくあります。通常、MTAは、問題
が発生したときにメッセージを残し、それを定期的に再試行します。大規模なネット
ワークでは通常、あるホスト上で定期的な機能停止が起こっても、ほかのホスト接続は
適切に作動しています。問題を検証するには、配信試行に関連するエラーのログファイ
ルを調べます。「smtp_openの致命的なエラー」のようなエラーメッセージが記述されて
いることもあります。このようなエラーは特別なものではなく、通常はネットワークに
関する一時的な問題と関連しています。TCP/IPネットワークに関する問題をデバッグす
るには、PING、TRACEROUTE、NSLOOKUPのようなユーティリティーを使用します。

次の例は、メッセージが xtel.co.ukへの配信待ちでキューに入ったままになっている理
由を確認するためのステップを示しています。メッセージがキューから取り出されない
理由を確認するには、MTAがTCP/IP上で SMTPメールを配信するために使用するス
テップを再作成することができます。

% nslookup -query=mx xtel.co.uk (手順 1)

Server: LOCALHOST

Address: 127.0.0.1

Non-authoritative answer:

XTEL.CO.UK preference = 10, mail exchanger = nsfnet-relay.ac.uk (手順 2)

% telnet nsfnet-relay.ac.uk 25 (手順 3)
Trying... [128.86.8.6]

telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

1. NSLOOKUPユーティリティーを使用して、MXレコードが存在する場合、どのMXレ
コードがこのホストに存在しているかを確認します。MXレコードが存在していない
場合、直接ホストへの接続を試みる必要があります。MXレコードが存在している場
合、指定されたMXリレーに接続する必要があります。MTAはMX情報を優先して処
理します (優先して処理しないように設定されている場合は除く)。371ページ
の「TCP/IPMXレコードのサポート」も参照してください。

2. この例では、DNS (ドメインネームサービス)は xtel.co.ukの指定されたMXリレーの
名前を返しています。これはMTAの実際の接続先になるホストです。複数のMXリ
レーがリストにある場合、MTAは各MXレコードを、優先度がもっとも低いものから
順に、連続して試行します。

3. リモートホストへの接続がある場合は、SMTPサーバーのポート 25へのTELNETを使
用して、受信 SMTP接続を受け入れているかどうかチェックする必要があります。
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注 –ポートを指定しないでTELNETを使用すると、リモートホストが通常のTELNET
接続を受け入れることがわかります。これは、SMTP接続を受け入れることを示すわ
けではありません。多くのシステムは、正規のTELNET接続は受け入れても SMTP接
続は拒否します。または、その逆になります。そのため、常に SMTPポートのテスト
を行う必要があります。

前述の例では、リモートホストは SMTPポートへの接続を拒否しています。これが、
MTAがメッセージの配信に失敗した理由です。この接続は、リモートホストの設定ミ
スやリモートホスト上での何らかのリソース不足のために拒否されることがありま
す。このような場合は、ローカルで問題解決を行うことはできません。通常は、MTA
にメッセージの再試行を続けさせることになります。

DNSを使用しないTCP/IPネットワーク上でMessaging Serverが稼動している場合は、最
初の 2つの手順を省略することができます。代わりに、TELNETを使用して、問題と
なっているホストに直接アクセスすることができます。MTAが使用するホスト名と同じ
ホスト名を使用する際は、注意してください。ホスト名を確認するには、MTAの最後の
試行に関連するログファイルを確認します。ホストファイルを使用している場合は、ホ
スト名情報が正しいことを確認する必要があります。ホスト名ではなくDNSを使用する
ことを、強くお勧めします。

TCP/IPホストへの接続をテストする場合、インタラクティブテストを使用して問題が発
生しないのであれば、ほぼ確実に、問題はMTAが最後にメッセージを配信しようとした
あとに解決されています。該当するチャネルで imsimta submit tcp_channelを再度実行し
て、メッセージがキューから取り出されているかどうかを確認することができます。

新しいチャネルを作成するには
状況によっては、リモートドメインに問題が発生し、このサーバー宛のメールが大量に
あると、配信できないメッセージで送信チャネルキューがいっぱいになることがありま
す。MTAはこれらのメッセージの再配信を定期的に試行するので (再試行の頻度と回数は
backoffキーワードで設定可能)、通常の状況では操作は必要ありません。ただし、多く
のメッセージがキューに溜まると、配信できないメッセージのバックログを処理するた
めにすべてのチャネルジョブが使用され、ほかのメッセージが適時に配信されなくなる
ことがあります。

このような場合は、独自のジョブコントローラプールで実行されている新しいチャネル
にこれらのメッセージを再ルーティングすることもできます。これによって処理の競合
が回避され、ほかのチャネルはそれぞれのメッセージを配信できるようになります。次
に、この手順を説明します。ここでは siroe.comというドメインを仮定しています。
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� 新しいチャネルを作成するには

tcp_siroe-daemonという新しいチャネルを作成し、poolキーワードの新しい値を追加し
ます。

チャネルは /msg_svr_base/config/imta.cnfのチャネルブロックセクションに作成されま
す。このチャネルには、通常の送信 tcp_*チャネルと同じチャネルキーワードを設定しま
す。通常、これはすべての送信 (インターネット)トラフィックを処理する tcp_local

チャネルです。siroe.comは外部のインターネット上にあるので、これがエミュレートす
るチャネルになります。新しいチャネルは次のようになります。

tcp_siroe smtp nomx single_sys remotehost inner allowswitchchannel \

dentnonenumeric subdirs 20 maxjobs 7 pool SMTP_SIROE maytlsserver \

maysaslserver saslswitchchannel tcp_auth missingrecipientpolicy 0 \

tcp_siroe-daemon

新しいキーワードと値のペア pool SMTP_SIROEに注目してください。これは、この
チャネルへのメッセージでは SMTP_SIROEプールのコンピュータリソースだけを使用す
るように指定しています。また、新しいチャネルの前後には空白行が必要です。

imta.cnfファイルの書き換えルールセクションに 2つの書き換えルールを追加して、
siroe.com宛の電子メールをこの新しいチャネルに送信します。
新しい書き換えルールは次のようになります。

siroe.com $U%$D@tcp_siroe-daemon

.siroe.com $U%$H$D@tcp_siroe-daemon

これらの書き換えルールは、(host1.siroe.comや hostA.host1.siroe.comなどのアドレスも含
む) siroe.com宛のメッセージを、tcp_siroe-daemonという正式なホスト名を持つ新しい
チャネルに送信します。これらのルールの書き換え部分 $U%$Dおよび $U%$H$Dは、
メッセージの元のアドレスを保持します。$Uは、元のアドレスからユーザー名をコピー
します。%は区切り文字で、ユーザー名とドメインの間の@です。$Hは、パターン内の
ドットの左側にあるホスト/ドメイン指定のうち、一致しない部分をコピーします。$D
は、ドメイン指定のうち、一致する部分をコピーします。

SMTP_SIROEという新しいジョブコントローラプールを定義します。

/msg_svr_base/config/job_controller.cnfに、次の内容を追加します。
[POOL=SMTP_SIROE]

job_limit=10

これは、最大 10個のジョブを同時に実行できる SMTP_SIROEというメッセージリソース
プールを作成します。このプール定義とほかのプール定義の間に空白行を入れないでく
ださい。ジョブおよびプールの詳細については、204ページの「ジョブコントローラ」を
参照してください。

MTAを再起動します。
次のコマンドを発行します。imsimta refresh
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これは設定を再コンパイルし、ジョブコントローラとディスパッチャーを再起動しま
す。

この例では、内部ユーザーから大量の電子メールが siroe.comという特定のリモートサイ
ト宛に送られます。何らかの理由で、siroe.comは一時的に、着信 SMTP接続を受け入れ
ることができず、電子メールを配信できない状態です。このような状況はまれなことで
はありません。

siroe.com宛の電子メールが届くと、配信できないメッセージで送信チャネルキュー (通
常は tcp_local)がいっぱいになります。MTAはこれらのメッセージの再配信を定期的に
試行するので (再試行の頻度と回数は backoffキーワードで設定可能)、通常の状況では操
作は必要ありません。

ただし、多くのメッセージがキューに溜まると、siroe.com宛のメッセージのバックログ
を処理するためにすべてのチャネルジョブが使用され、ほかのメッセージが適時に配信
されなくなることがあります。このような場合は、独自のジョブコントローラプールで
実行されている新しいチャネルに siroe.com宛のメッセージを再ルーティングすることも
できます (204ページの「ジョブコントローラ」を参照)。これによって、siroe.com宛の
メッセージで使用されている処理リソースの競合が回避され、ほかのチャネルはそれぞ
れのメッセージを配信できるようになります。次に、新しいチャネルを作成してこの状
況に対処する手順を説明します。

MTAメッセージが配信されない
メッセージ転送に関する問題のほかに、2つの一般的な問題があります。この問題は
メッセージキューにある未処理のメッセージに起因することがあります。

1. キューキャッシュはキューディレクトリにあるメッセージと同期しません。MTA
キューサブディレクトリにある配信待ちのメッセージファイルは、メモリー内キュー
キャッシュに入れられます。起動時にチャネルプログラムは、このキュー
キャッシュを調べて、キューにあるどのメッセージを配信するかを確認します。
メッセージファイルがキューの中にあっても、対応するキューキャッシュエントリが
ない場合もあります。

a. 特定のファイルがキューキャッシュにあるかどうかをチェックするには、imsimta

cache -viewユーティリティーを使用します。ファイルがキューキャッシュにない
場合は、キューキャッシュを同期させる必要があります。

キューキャッシュは、通常は 4時間ごとに同期されます。必要に応じて、imsimta

cache -syncを使用してキャッシュを手動で再同期することができます。同期が終
わると、チャネルプログラムは、新しいメッセージが処理されたあとで、元の未
処理メッセージを処理します。デフォルト (4時間)を変更する場合は、sync_time=

timeperiodを追加することで、ディレクトリ /msg_svr_base/configにある
job_controller.cnfファイルを変更する必要があります。ここで、timeperiodは、
キューキャッシュを同期させる頻度です。timeperiodは 30分より長くする必要があ
ります。次の例では、job_controller.cnfのグローバルなデフォルト (Global
defaults)を指定するセクションに sync_time=02:00を追加することで、キュー
キャッシュの同期間隔が 2時間に変更されます。
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! VERSION=5.0

!IMTA job controller configuration file

!

!Global defaults

tcp_port=27442

secret=N1Y9[HzQKW

slave_command=NULL

sync_time=02:00

imsimta cache -syncを実行したあとに、imsimta submit channelを実行して
メッセージのバックログを空にすることができます。メッセージのバックログが
大きい (1000以上)場合、チャネルを空にするのに時間がかかることがあるので、
注意してください。

キューキャッシュの情報の概要については、imsimta qm -maint dir -database

-totalを実行してください。

b. キューキャッシュを同期させてもメッセージがまだ配信されない場合は、ジョブ
コントローラを再起動する必要があります。これを行うには、imsimta restart

job_controllerコマンドを使用します。

ジョブコントローラを再起動すると、メッセージのデータ構造がディスク上の
メッセージキューから再構築されます。

注意 –ジョブコントローラの再起動は最後の手段です。ほかの手段をすべて使用し
尽くすまでは実行しないでください。

ジョブコントローラの詳細については、204ページの「ジョブコントローラ」を参
照してください。

2. 処理するログファイルを作成できないために、チャネル処理プログラムの実行は失敗
します。アクセス権、ディスク容量、および制限容量をチェックします。

メッセージがループしている
メッセージがループしていることをMTAが検出すると、そのメッセージは .HELDファイ
ルとして保持されます。詳細については、784ページの「.HELDメッセージを診断して整
理する」を参照してください。場合によっては、MTAがメッセージループを検出できな
いときもあります。

最初のステップは、メッセージがループしている理由を確認することです。問題の
メッセージのコピー (MTAキュー領域にあるとき)、問題のメッセージに関連するMTA
メールログエントリ (該当チャネルのMTA設定ファイルで loggingチャネルキーワードが
有効になっている場合)、および該当チャネルのMTAチャネルのデバッグログファイルを
確認します。問題のメッセージの From:およびTo:アドレス、Received:ヘッダー行、およ
びメッセージ構造 (メッセージ内容のカプセル化の種類)を確認して、発生したメッセー
ジループの種類を特定することができます。
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一般的によくある原因として、以下のものがあります。

1. ポストマスターアドレスが壊れている。
MTAでは、電子メールを受信するために、ポストマスターアドレスが正しく機能しな
ければなりません。ポストマスターへのメッセージがループしている場合は、
メッセージを受信できるアカウントをポイントする適切なポストマスターアドレスが
設定されているかどうかチェックします。

2. Received:ヘッダー行の削除が、MTAによるメッセージループの検出の妨げとなってい
る。

通常のメッセージループの検出は、Received:ヘッダー行に基づいています。Received:
ヘッダー行がMTAシステム自体で明示的に、あるいはファイアウォールのような別
のシステム上で削除されている場合、メッセージループを適切に検出できなくなるこ
とがあります。このような場合は、Received:ヘッダー行が知らないうちに削除されて
いないかどうかチェックします。また、メッセージがループしている根本的な原因も
チェックします。考えられる原因は、システム名の割り当ての問題 (システムが自分
の名前の変形を認識しないように設定されている場合)、DNSの問題、該当するシス
テムに承認可能なアドレス情報がないこと、あるいはユーザーアドレス転送エラーな
どです。

3. ほかのメッセージングシステムによる通知メッセージの処理が正しくなく、通知
メッセージに応答して再度カプセル化されたメッセージが生成されています。

インターネット規格では、通知メッセージ (メッセージ配信やメッセージバウンスの
レポート)にメッセージループを防ぐための空のエンベロープ From:アドレスがある
ことを必要としています。ただし、メッセージングシステムによってはこのような通
知メッセージを正しく処理しない場合もあります。このようなメッセージングシステ
ムは、通知メッセージを転送またはバウンスするときに、新しいエンベロープ From:
アドレスを挿入することがあります。これがメッセージループの原因になることもあ
ります。解決策は、通知メッセージを正しく処理していないメッセージングシステム
を修復することです。

.HELDメッセージを診断して整理する
メッセージがサーバーまたはチャネル間でバウンスされていることをMTAが検出する
と、配信は停止され、メッセージは /msg_svr_base/data/queue/channelにある、サ
フィックスが .HELDのファイルに格納されます。通常、メッセージのループが発生するの
は、各サーバーまたはチャネルがメッセージの配信をほかのサーバーやチャネルが担当
するとみなしたときです。

たとえば、エンドユーザーが、2つの別々のメールホスト上のメッセージを互いのホスト
に転送するオプションを設定しているとします。sesta.comアカウントに対して、
varrius.comアカウントへのメール転送を有効にしています。また、この設定が有効であ
ることを忘れて、varrius.comアカウントに対して sesta.comアカウントへのメール転送
を有効にしています。

ループは、MTAの設定に誤りがあるために発生することもあります。たとえば、MTAホ
ストXは、mail.sesta.comのメッセージがホストYに送信されるとみなします。しか
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し、ホストYはホストXが mail.sesta.comのメッセージを処理すべきとみなし、結果と
してホストYはホストXにメールを返信することになります。

このような場合、MTAはメッセージを無視し、それ以上配信は試行されません。このよ
うな問題が発生したときは、メッセージ内のヘッダー行を見て、サーバーまたはチャネ
ルがメッセージをバウンスしているかどうか確認します。必要であればエントリを修正
してください。

imsimta qm releaseを実行するか、または次の手順に従って .HELDメッセージを再試行
することもできます。

1. 拡張子 .HELDを 00以外の任意の 2桁の数字 (たとえば、06)に変更します。

注 – .HELDファイルの名前を変更する前に、メッセージのループが停止していること
を確認してください。

2. imsimta cache -sync を実行します。このコマンドを実行すると、キャッシュが更新さ
れます。

3. imsimta submit channelまたは imsimta run channelを実行します。

これらの手順は何回か実行することが必要かもしれません。これは、Received:ヘッダー
行が蓄積され、それによってメッセージに再度 .HELDとマークが付けられている可能性
があるためです。

受信したメッセージがエンコードされている
MTAが送信したメッセージは、エンコードされた形式で受信されます。次に例を示しま
す。

Date: Wed, 04 Jul 2001 11:59:56 -0700 (PDT)

From: "Desdemona Vilalobos" <Desdemona@sesta.com>

To: santosh@varrius.com

Subject: test message with 8bit data

MIME-Version: 1.0

Content-type: TEXT/PLAIN; CHARSET=ISO-8859-1

Content-transfer-encoding: QUOTED-PRINTABLE

2=00So are the Bo=F6tes Void and the Coal Sack the same?=

これらのメッセージは、MTAデコーダコマンド imsimta decodeを使用すれば、デコード
されて表示されます。詳細については、『Sun Java SystemMessaging ServerAdministration
Reference』を参照してください。

RFC 821で定義されているように、SMTPプロトコルで送信できるのはASCII文字 (7
ビット文字セット)のみです。実際、ネゴシエーションが行われていない 8ビット文字の
転送は SMTP経由では無効であり、いくつかの SMTPサーバーでさまざまな問題の原因に
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なることがあります。たとえば、SMTPサーバーが計算量の多いループに陥ってしまうこ
とがあります。メッセージは何度も繰り返し送信されます。8ビット文字は SMTPサー
バーをクラッシュさせることがあります。最終的に、8ビット文字セットは、8ビット
データを扱えないブラウザやメールボックスに大きな損害をもたらす可能性がありま
す。

以前に使用されていた SMTPクライアントには、8ビットデータを含むメッセージを処理
するときのオプションが 3つしかありませんでした。メッセージを配信不能として差出
人に返送するオプション、メッセージをエンコードするオプション、RFC 821の直接違反
でメッセージを送信するオプションです。しかし、MIMEおよび SMTP拡張の出現によ
り、現在では、ASCII文字セットを使用することによって 8ビットデータをエンコードす
る標準のエンコーディングがあります。

前述の例で受取人は、MIMEコンテンツタイプがTEXT/PLAINのエンコードされた
メッセージを受信しています。リモート SMTPサーバー (MTASMTPクライアントからの
メッセージの転送先)は、8ビットデータの転送をサポートしていません。元のメッセー
ジに 8ビット文字が含まれていたため、MTAはメッセージをエンコードする必要があり
ます。

SSR (Server-SideRules)が作動していない
フィルタは、メールメッセージに適用される 1つ以上の条件付きアクションで構成され
ています。フィルタはサーバー上に保存されて評価されるため、SSR (Server-Side Rule)と
呼ばれることがよくあります。

この節では、SSRに関する次の情報について説明します。

� 786ページの「SSRルールをテストする」
� 787ページの「一般的な構文の問題」

548ページの「ユーザーレベルのフィルタをデバッグするには」も参照してください。

SSRルールをテストする
� 以下のコマンドを使用して、MTAのユーザーフィルタをチェックします。

# imsimta test -rewrite -debug -filter user@domain

出力では次の情報を探します。

mmc_open_url called to open ssrf:user@ims-ms
URL with quotes stripped: ssrd: user@ims-ms

Determined to be a SSRD URL.

Identifier: user@ims-ms-daemon
Filter successfully obtained.
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� さらに、slave_debugキーワードを tcp_localチャネルに追加して、フィルタが適用さ
れる状態を確認することができます。この結果は tcp_local_slave.logファイルに表
示されます。十分なデバッグ情報を得るためには、ディレクトリ/msg_svr_base/config
にある option.datファイルに mm_debug=5を追加します。

一般的な構文の問題
� フィルタに構文の問題がある場合は、tcp_local_slave.log-*ファイルで次のメッセー
ジを探します。

Error parsing filter expression:...

� フィルタが適正であれば、出力の最後にフィルタ情報があります。

� フィルタが不正であれば、出力の最後に次のエラーがあります。Address list

error -- 4.7.1 Filter syntax error: desdaemona@sesta.com

また、フィルタが不正であれば、SMTPRCPTTOコマンドによって一時的なエ
ラー応答コードが返されます。

RCPT TO: user@domain
452 4.7.1 Filter syntax error

ユーザーが電子メールの送信ボタンを押したとき
の応答が遅い
ユーザーがメッセージを送信するときに遅延がある場合は、メッセージキューディスク
のサイズ不足が原因でディスクの入出力が低下している可能性があります。ユーザーが
電子メールクライアントの送信ボタンを押したとき、メッセージキューへのメッセージ
のコミットが完了するまで、MTAはメッセージの受信確認を完全には受け入れません。
メッセージキューのサイズ設定については、『』を参照してください。

アドレスのローカル部分または受信フィールド内
のアスタリスク
MTAは、アドレスのローカル部分および作成する受信フィールド内のASCII文字のみで
はなく 8ビット文字もチェックし、アスタリスクで置き換えるようになりました。

一般的なMTAの問題と解決策

第 22章 • MTAのトラブルシューティング 787



一般的なエラーメッセージ
MTAが起動に失敗すると、コマンド行に一般的なエラーメッセージが表示されます。こ
の節では、共通の一般的なエラーメッセージの説明と診断を示します。

注 –MTA設定を診断するには、imsimta test -rewrite -debugユーティリティーを使用し
てMTAのアドレス書き換えとチャネルマッピング処理を調べます。このユーティリ
ティーを使用すれば、メッセージを実際に送信しなくても設定をチェックすることがで
きます。詳細については、766ページの「MTA設定をチェックする」を参照してくださ
い。

MTAサブコンポーネントは、この章では説明していないほかのエラーメッセージを発行
することもあります。各サブコンポーネントの詳細については、『 Sun Java System
Messaging ServerAdministration Reference』のMTAコマンド行ユーティリティーおよび設
定の章と、第 5章から第 10章を参照してください。ここでは、次のタイプのエラーにつ
いて説明します。

� 788ページの「mm_initでのエラー」
� 791ページの「コンパイル済み設定のバージョンが一致していない」
� 792ページの「スワップ空間のエラー」
� 792ページの「ファイルのオープンまたは作成エラー」
� 793ページの「不正なホストまたはドメインエラー」
� 793ページの「SMTPチャネルでのエラー: os_smtp_*エラー」

mm_initでのエラー
mm_initでのエラーは、通常はMTAの設定の問題を示します。imsimta test -rewrite

ユーティリティーを実行する場合は、これらのエラーが表示されます。imsimta cnbuild

などのその他のユーティリティー、チャネル、サーバー、またはブラウザがこのような
エラーを返すこともあります。

よく発生するmm_initエラーには以下のものがあります。

� 789ページの「bad equivalence for alias. . .」
� 789ページの「cannot open alias include file. . .」
� 789ページの「duplicate aliases found. . .」
� 789ページの「duplicate host in channel table. . .」
� 789ページの「duplicate mapping name found. . .」
� 789ページの「mapping name is too long. . .」
� 790ページの「error initializing ch_ facility compiled character set versionmismatch」
� 790ページの「error initializing ch_ facility no room in. . .」
� 790ページの「local host alias or proper name too long for system. . .」
� 790ページの「no equivalence addresses for alias. . .」
� 790ページの「no official host name for channel. . .」
� 791ページの「official host name is too long」
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badequivalence for alias. . .
エイリアスファイルのエントリの右側が適切にフォーマットされていません。

cannot openalias includefile. . .
エイリアスファイルに含まれているファイルを開くことができません。

duplicate aliases found. . .
エイリアスファイルの 2つのエントリで、左側が同じになっています。重複するものを
見つけて削除する必要があります。error line #XXX というエラーメッセージを探しま
す。XXXは行番号です。この行にある重複のエイリアスを修正することができます。

duplicate host in channel table. . .
このエラーメッセージは、MTAの設定に 2つのチャネル定義があり、両方に同じ正規ホ
スト名があることを示しています。

MTA設定ファイル (imta.cnf)の書き換えルール (上部)に関係のない空白行があると、
MTAは設定ファイルの残りの部分をチャネル定義と解釈します。ファイルの最初の行が
空白でないことを確認してください。同じパターンを持つ書き換えルール (左側)が複数
あると、MTAはそれらの書き換えルールを、一意でない正規のホスト名を含むチャネル
定義と解釈します。正規のホスト名が重複しているチャネル定義がないかどうか、ま
た、ファイル上部 (書き換えルールの部分)に不適切な空白行がないかどうか、MTAの設
定をチェックしてください。

duplicatemappingname found. . .
このメッセージは、2つのマッピングテーブルに同じ名前が付いていて、これらの重複す
るマッピングテーブルのいずれかを削除する必要があることを示します。ただし、
マッピングファイル内のフォーマットエラーによって、MTAが何かを間違ってマッピン
グテーブル名と解釈することもあります。たとえば、マッピングテーブルエントリが適
切にインデントされていないと、MTAはエントリの左側が実際にマッピングテーブル名
であるとみなします。マッピングファイルが一般の形式であることと、マッピングテー
ブル名をチェックしてください。

注 –空白行はマッピングテーブル名を含む行の前と後ろに付ける必要があります。ただ
し、空白行をマッピングテーブルのエントリ間に入れないでください。

mappingname is too long. . .
このエラーは、マッピングテーブル名が長すぎるので、短くする必要があることを示し
ています。マッピングファイル内のフォーマットエラーによって、MTAが何かを間
違ってマッピングテーブル名と解釈することもあります。たとえば、マッピングテーブ
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ルエントリが適切にインデントされていないと、MTAはエントリの左側が実際にマッピ
ングテーブル名であるとみなします。マッピングファイルとマッピングファイル名を
チェックしてください。

error initializing ch_ facility compiled character set versionmismatch
このメッセージが表示された場合は、imsimta chbuild.コマンドを使用して、コンパイル
済みの文字セットテーブルを再コンパイルして再インストールする必要があります。詳
細は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta
chbuild」を参照してください。

error initializing ch_ facility no room in. . .
通常、このエラーメッセージは、MTA文字セットの内部テーブルのサイズを変更し、次
のコマンドでコンパイル済み文字セットテーブルを再構築する必要があることを意味し
ています。

imsimta chbuild -noimage -maximum -option

imsimta chbuild

この変更を加える前に、ほかには何も再コンパイルまたは再起動する必要がないことを
確認してください。imsimta chbuildの詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta chbuild」を参照してください。

local host alias or proper name too long for system. . .
このエラーは、ローカルホストエイリアスまたは固有名詞が長すぎることを示します (オ
プションで、チャネルブロックの 2番目以降の名前の右側にある)。ただし、MTA設定
ファイル内でこのエラーより前に構文エラー (書き換えルールに関係のない空白行がある
場合など)がある場合は、MTAが何かを間違ってチャネル定義と解釈することもありま
す。設定ファイルの指定されている行をチェックするだけでなく、その行より上にほか
の構文エラーがないかどうかもチェックしてください。特に、このエラーが発生した行
が書き換えルールを意図する行である場合は、その行より上に関係のない空白行がない
かどうかを必ずチェックしてください。

noequivalence addresses for alias. . .
エイリアスファイル内のエントリの右側 (変換値)がありません。

noofficial host name for channel. . .
このエラーは、チャネル定義ブロックに必須の 2番目の行 (正規のホスト名の行)がない
ことを示しています。チャネル定義ブロックの詳細については、『 Sun Java System
Messaging ServerAdministration Reference』のMTAの設定およびコマンド行ユーティリ
ティーの章と、第 12章を参照してください。それぞれのチャネル定義ブロックの前と後
ろには空白行が必要ですが、空白行をチャネル定義のチャネル名と正規のホスト名の行
の間に入れることはできません。また、空白行はMTA設定ファイルの書き換えルール部
分には入れることはできません。
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official host name is too long
チャネルの正規のホスト名 (チャネル定義ブロックの 2行目)は、長さが 128オクテットに
制限されています。チャネル上で長めの正規ホスト名を使用しようとしている場合は、
それをプレースホルダ名まで短くしてから、書き換えルールを使用してその長めの名前
がその短い正規ホスト名に一致するようにします。このような状況は、l (ローカル)
チャネルホスト名を使用しているときに起こることがあります。次に例を示します。

Original l Channel:
!ローカル /var/mail ストアへの配信チャネル
l subdirs 20 viaaliasrequired maxjobs 7 pool LOCAL_POOL

walleroo.pocofronitas.thisnameismuchtoolongandreallymakesnosensebutitisan

example.monkey.gorilla.orangutan.antidisestablismentarianism.newt.salaman

der.lizard.gecko.komododragon.com

Create Place Holder:
!ローカル /var/mail ストアへの配信チャネル
l subdirs 20 viaaliasrequired maxjobs 7 pool LOCAL_POOL

newt

Create Rewrite Rule:
newt.salamander.lizard.gecko.komododragon.com $U%$D@newt

l (ローカル)チャネルを使用しているときは、REVERSEマッピングテーブルを使用する
必要があります。使用法と構文の詳細については、『Sun Java SystemMessaging Server
Administration Reference』のMTA設定の章を参照してください。

MTA設定ファイル内でこのエラーより前に構文エラー (書き換えルールに関係のない空白
行があった場合など)がある場合は、MTAが何かを間違ってチャネル定義と解釈すること
もあります。このため、書き換えルールを意図していたとしても、正規のホスト名と解
釈されてしまうことがあります。設定ファイルの指定されている行をチェックするだけ
でなく、その行より上にほかの構文エラーがないかどうかもチェックしてください。特
に、このエラーが発生した行が書き換えルールを意図する行である場合は、その行より
上に関係のない空白行がないかどうかを必ずチェックしてください。

コンパイル済み設定のバージョンが一致していな
い
imsimta cnbuildユーティリティーの機能の 1つとして、MTAの設定情報を、すばやく読
み込むことができるイメージにコンパイルする機能があります。コンパイル済みフォー
マットは厳密に定義されており、多くの場合、異なるバージョンのMTA間では実質的に
異なっています。小さな変更はパッチリリースとして発生することもあります。

このような変更が発生すると、互換性のないフォーマットを検出するために、内部バー
ジョンフィールドも変更されます。互換性のないフォーマットを検出すると、MTAコン
ポーネントは上記のエラーで停止します。この問題の解決策は、imsimta cnbuildコマン
ドを使って新しいコンパイル済み設定を生成することです。

一般的なエラーメッセージ
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また、imsimta restartコマンドを使用して常駐MTAサーバープロセスを再起動すること
も良い方法です。これによって、常駐MTAサーバープロセスは更新された設定情報を取
得することができます。

スワップ空間のエラー
適切な動作を保証するために、メッセージングシステム上に十分なスワップ空間を設定
することが重要です。必要なスワップ空間の量は設定によって異なります。調整の際に
一般的に推奨されるのは、スワップ空間の量を主記憶容量の少なくとも 3倍にすること
です。

次のようなエラーメッセージは、スワップ空間が不足していることを示しています。

jbc_channels: chan_execute [1]: fork failed: Not enough space

このエラーはジョブコントローラのログファイルで見られることがあります。その他の
スワップ空間のエラーは設定によって異なります。

次のコマンドを使用して、スワップ空間の空き容量と使用容量を確認します。

� Solarisシステム: swap -s (MTAプロセスがビジー状態のとき)、ps -elf、または tail

/var/adm/messages

� HP-UXシステム: swapinfoまたは tail /var/adm/syslog/syslog.log

ファイルのオープンまたは作成エラー
メッセージを送信するために、MTAは設定ファイルを読み取って、MTAメッセージ
キューディレクトリにメッセージファイルを作成します。設定ファイルは、MTAまたは
MTAの SDKに対して書かれたプログラムが読み取ることのできるものでなければなりま
せん。適切な権限はこれらのファイルのインストール中に割り当てられます。設定
ファイルを作成するMTAユーティリティーとプロシージャーも、権限を割り当てます。
ファイルがシステムマネージャー、特権を持つほかのユーザー、またはサイト固有のプ
ロシージャーによって保護されている場合、MTAは設定情報を読み取ることができない
場合があります。その結果、「ファイルオープン」エラーや予測不能な動作が発生しま
す。設定ファイルの読み取りに関する問題が発生したときは、imsimta test -rewrite

ユーティリティーが追加情報をレポートします。詳細については、『Sun Java System
Messaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta test」を参照してくださ
い。

MTAが、権限を持つアカウントから機能していて、権限のないアカウントからは機能し
ていないように見える場合は、MTAテーブルディレクトリのファイルアクセス権が問題
の原因と思われます。設定ファイルとそのディレクトリのアクセス権をチェックしてく
ださい。詳細については、767ページの「危険なファイルの所有権をチェックする」を参
照してください。

一般的なエラーメッセージ

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月792



「ファイル作成」エラーは、通常、MTAメッセージキューディレクトリにメッセージ
ファイルを作成する際に問題が発生したことを示しています。ファイル作成に関する問
題の診断については、766ページの「メッセージキューディレクトリをチェックする」を
参照してください。

不正なホストまたはドメインエラー
このエラーは、ブラウザでMTAにアドレスを指定したときに見られることがありま
す。また、このエラーは、据え置かれて、エラー返送メールメッセージの一部として返
送されることがあります。どちらの場合もこのエラーメッセージは、MTAが指定したホ
ストにメールを配信できないことを示しています。メールが指定したホストに送信され
ていない原因を確認するには、以下のトラブルシューティング手順に従います。

� 該当するアドレスにスペルミスがないかどうか、コピーミスがないかどうか、存在し
ていないホストまたはドメインの名前を使用していないかどうかを確認します。

� imsimta test -rewrite ユーティリティーを使って該当するアドレスを実行します。こ
のユーティリティーを使用してもアドレスで「不正なホスト/ドメイン」エラーが返
される場合は、MTAの imta.cnfファイルと関連ファイルにアドレスを処理するルー
ルがありません。MTAが正しく設定されているかどうか、設定の際のすべての質問に
適切に回答したかどうか、設定情報が最新のものになっているかどうかを確認してく
ださい。

� imsimta test -rewriteによってアドレスでエラーが発生しない場合、MTAはアドレ
スの処理方法を決定できるが、ネットワーク転送はそれを受け入れません。追加の詳
細については、配信試行の際に作成された該当するログファイルを調べることができ
ます。一時的なネットワークのルーティングエラーまたはネームサービスエラーが発
生したことにより、エラーメッセージが返されることはありません。ただし、ドメイ
ンネームサーバーの設定が大幅に間違っていると、このようなエラーが発生する可能
性があります。

� インターネット上の場合は、MXレコード検索をサポートするようにTCP/IPチャネル
が正しく設定されているかどうかチェックします。多くのドメインアドレスはイン
ターネットに直接アクセスすることはできず、メールシステムが正しくMXエントリ
を解決する必要があります。インターネット上の場合、およびTCP/IPがMXレコー
ドをサポートするように設定されている場合は、MXサポートを有効にするように
MTAを設定する必要があります。詳細は、366ページの「TCP/IP接続とDNS検索の
サポート」を参照してください。TCP/IPパッケージがMXレコード検索をサポートす
るように設定されていない場合は、MX専用ドメインにアクセスすることはできませ
ん。

SMTPチャネルでのエラー: os_smtp_*エラー
os_smtp_open、os_smtp_read、os_smtp_writeなどの os_smtp_*エラーは、必ずしもMTAエ
ラーではありません。これらのエラーは、MTAがネットワーク層で発生した問題をレ
ポートするときに生成されます。たとえば、os_smtp_openエラーは、リモート側への
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ネットワーク接続を開くことができなかったことを意味します。MTAは、アドレスエ
ラーやチャネル設定エラーのために無効なシステムに接続するよう設定されていること
があります。一般的に os_smtp_*エラーは、DNSまたはネットワーク接続の問題が原因
です (特に、以前に動作していたチャネルやアドレスの場合)。os_smtp_readまたは
os_smtp_writeエラーは、一般的に、接続がリモート側で強制終了されたか、ネットワー
ク上の問題によるものであることを示しています。

多くの場合、ネットワークおよびDNSの問題は実際には一時的です。ときどき発生する
os_smtp_*エラーは、通常は気にしなくても大丈夫です。ただし、これらのエラーが頻繁
に表示される場合は、根本的なネットワーク上の問題がある可能性があります。

特定の os_smtp_*エラーに関する詳細情報を入手するには、該当するチャネル上でデ
バッグを有効にします。試行された SMTPダイアログの詳細を示す、デバッグチャネル
のログファイルを調べます。特に、ネットワークの問題が SMTPダイアログのどこのタ
イミングで発生したかを確認します。このタイミングは、ネットワークまたはリモート
側の問題の種類を示していることがあります。場合によっては、ネットワークレベルの
デバッグ (たとえば、TCP/IPパケットトレース)を実行して、何を送信または受信したか
を確認することもできます。

一般的なエラーメッセージ
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Messaging Serverを監視する

一般的に、十分に計画され的確に設定されたサーバーは、管理者の手を煩わすことなく
動作を続けます。したがって、管理者の役割は、サーバーが問題の兆候を示していない
か、監視することです。この章では、Messaging Serverの監視機能について説明します。
この章には、次の節があります。

� 796ページの「毎日の監視作業」
� 797ページの「システムのパフォーマンスを監視する」
� 801ページの「MTAを監視する」
� 804ページの「メッセージアクセスを監視する」
� 803ページの「LDAPDirectory Serverを監視する」
� 806ページの「メッセージストアを監視する」
� 808ページの「監視用のユーティリティーとツール」

トラブルシューティングの手順については、第 22章を参照してください。

自動監視と自動再起動
Messaging Serverには、サービスを透過的に監視する方法と、サービスに障害が発生した
り、応答しなくなったりした場合 (サービスがハングアップまたはフリーズした場合)に
サービスを自動的に再起動する機能が用意されています。この機能ですべてのメッセー
ジストア、MTA、およびMMPサービス (IMAP、POP、HTTP、ジョブコントローラ、
ディスパッチャー、MMPサーバーなど)を監視できます。この機能は、SMSサーバーや
TCP/SNMPサーバーなどのほかのサービスは監視しません(TCP/SNMPはジョブコント
ローラで監視される)。詳細は、120ページの「障害が発生したサービスや応答がない
サービスの自動再起動」および 816ページの「msprobeおよびwatcher関数を使用した監
視」を参照してください。

23第 2 3 章

795



毎日の監視作業
毎日の実施を必要とする作業のうち、特に重要なものは、ポストマスターメールの
チェック、ログファイルの監視、および storedユーティリティーの設定です。これらの
作業について、以降で説明します。

ポストマスターメールをチェックする
Messaging Serverには、ポストマスター電子メール用に設定されている定義済み管理メー
リングリストがあります。このメーリングリストに含まれているユーザーは、ポストマ
スター宛に送信されたメールを自動的に受信します。

ポストマスターメールのルールはRFC822に定義されています。RFC822では、すべての
電子メールサイトでポストマスターという名前のユーザーまたはメーリングリスト宛に
送信されたメールを受け取り、このアドレスに送信されたメールを実際のユーザーに配
信することを要求しています。postmaster@host.domainに送られるすべてのメッセージ
は、ポストマスターアカウントまたはメーリングリストに送られます。

通常、ユーザーは、ポストマスターアドレス宛に自分のメールサービスに関する電子
メールを送信します。ポストマスターは、たとえば、ローカルユーザーからはサーバー
応答時間に関するメールを受信し、ほかのサーバー管理者からはサーバーへのメール送
信時に発生した問題に関するメールを受信します。ポストマスターメールは毎日
チェックする必要があります。

また、ポストマスターアドレスに特定のエラーメッセージを送信するようにサーバーを
設定することもできます。たとえば、MTAがメッセージをルーティングまたは配信でき
ないときは、ポストマスターアドレスに送信される電子メールによってそのことを知る
ことができます。また、ポストマスターに例外状態の警告 (ディスク容量の低下やサー
バー応答の不良)を送ることもできます。

ログファイルを監視および管理する
Messaging Serverは、サポートしている主なプロトコルまたはサービス (SMTP、IMAP、
POP、HTTP)ごとに一連のログファイルを作成します。ログファイルは、
msg_svr_base/data/logにあります。ログファイルは定期的に監視する必要があり、サー
バーに問題がある場合は特に必要です。

ログ記録はサーバーパフォーマンスに影響することがあります。より詳細なログ記録を
指定するほど、一定期間にログファイルが多くのディスク容量を占有することになりま
す。効果的に定義する必要がありますが、現実的なログローテーション、有効期間、
サーバーのバックアップポリシーなどを考慮する必要があります。サーバーのログポリ
シーの定義の詳細は、第 21章を参照してください。

毎日の監視作業
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msprobeユーティリティーを設定する
msprobeユーティリティーは、監視関数や再起動関数を自動的に実行します。詳細は、816
ページの「msprobeおよびwatcher関数を使用した監視」を参照してください。

システムのパフォーマンスを監視する
この章では、Messaging Serverの監視機能に注目します。ただし、サーバーが動作してい
るシステムも、同時に監視することが必要です。適切に設定されたサーバーであって
も、設定が適切ではないシステム上では、本来の性能を発揮しないことがあるからで
す。また、サーバーエラーの発生は、ハードウェアの処理能力がメールシステムの動作
には十分ではない場合もあります。この章では、システムパフォーマンスの監視の詳細
についてすべて説明しているわけではありません。これらの手順の多くはプラット
フォーム固有のものであり、プラットフォーム固有のシステムのマニュアルを参照する
ことが必要になる場合もあります。パフォーマンスを監視する手順を次に示します。

� 797ページの「終端間メッセージ配信時間を監視する」
� 797ページの「ディスク容量を監視する」
� 800ページの「CPU使用状況を監視する」

終端間メッセージ配信時間を監視する
電子メールは時間どおりに配信する必要があります。これがサービス契約の要件に
なっていることもあります。また、メールをできるだけ速く配信することは良いポリ
シーでもあります。終端間の時間が遅いことは、多くの事柄を示している可能性があり
ます。たとえば、サーバーが正しく作動していない、1日の特定の時間にメッセージが処
理不能になる、既存のハードウェアリソースの容量を超えている、などです。

終端間メッセージ配信時間の不良の兆候
メールの配信に、通常よりも長い時間がかかります。

終端間メッセージ配信時間を監視するには
� メッセージを送信および受信する機能を使用します。サーバーのホップ間のヘッダー
時間、および始点と取り出しの時間を比較します。808ページの「immonitor-access」
を参照してください。

ディスク容量を監視する
ディスクの空き容量の不足は、メールサーバーで発生する問題や故障のうち、特に頻繁
におきる原因の 1つです。MTAキューやメッセージストアへ書き込むとき、そのための
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容量が不足していると、メールサーバーにエラーが発生します。さらに、ログファイル
を監視およびクリーンアップしないと、ログファイルが制御できないほど大きくなり、
ディスク容量を使い果たすことがあります。

メッセージストアパーティションは、新しいメッセージがメールボックスに配信される
たびに大きくなります。たとえば、メッセージストアに制限容量を課さない場合、
メッセージストアがパーティションに利用できるディスク容量より大きくなることがあ
ります。ディスク容量が不足するもう 1つの原因は、MTAメッセージキューが大きくな
りすぎることです。3番目の原因としては、ログファイル監視機能に問題が発生し、ログ
ファイルが制御できないほど大きくなってしまう場合が考えられます。ログファイルに
は、LDAP、MTA、およびMessageAccessなど、多数のものがあり、それらの各ログ
ファイルは別のディスクに保存することができることに注意してください。

ディスク容量に関する問題の兆候
容量の低下によって発生する兆候は、ディスクやパーティションによって異なります。
MTAキューがオーバーフローして SMTP接続を拒否したり、メッセージが ims_master
キューに残されたままでメッセージストアに配信されなくなったり、ログファイルが
オーバーフローしたりすることがあります。

メッセージストアパーティションが一杯になると、メッセージアクセスデーモンが失敗
したり、メッセージストアデータが壊れたりすることがあります。imexpireや
reconstructなどのメッセージストア保守ユーティリティーは、破損を修復したり、
ディスク使用量を削減したりすることができます。ただし、それらのユーティリティー
はさらにディスク容量を必要とし、ディスク全体を占有したパーティションの修復はダ
ウン時間の発生原因になります。

ディスク容量を監視するには
システムの構成に従って、さまざまなディスクやパーティションを監視する必要があり
ます。たとえば、MTAキューが 1つのディスクやパーティション上にあり、メッセージ
ストアが別の場所にあり、ログファイルがさらに別の場所にあるとします。この場合、
それらの容量のそれぞれを監視する必要があり、その容量を監視する方法は異なること
があります。

Messaging Serverは、メッセージストアディスクの使用量を監視し、パーティションがす
べての利用可能なディスク容量を使い果たすのを防止する手段を提供します。

次の手順で、メッセージストアのディスク容量の使用状況を監視できます。

� メッセージストアのディスク使用量を監視するためのパラメータを設定します。

� ディスク使用量のしきい値に達したら、メッセージストアパーティションをロックし
ます。

詳細は、次の節の799ページの「メッセージストアを監視する」と799ページ
の「メッセージストアのパーティションを監視する」を参照してください。

システムのパフォーマンスを監視する
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メッセージストアを監視する

メッセージストアのディスク容量は、75%を超えないようにすることをお勧めします。
メッセージストアのディスク使用量を監視するには、configutilユーティリティーを使
用して次の警告属性を設定します。

� alarm.diskavail.msgalarmstatinterval

� alarm.diskavail.msgalarmthreshold

� alarm.diskavail.msgalarmwarninginterval

� alarm.diskavail.msgalarmdescription

これらのパラメータを設定することによって、システムがディスク容量を監視する頻度
と、どのような状況で警告を送信するかを指定することができます。たとえば、システ
ムがディスク容量を 600秒毎に監視するようにするには、次のコマンドを指定します。

configutil -o alarm.diskavail.msgalarmstatinterval -v 600

使用可能なディスク容量が 20%を下回ったら常に警告を受け取るようにするには、次の
コマンドを指定します。

configutil -o alarm.diskavail.msgalarmthreshold -v 20

これらのパラメータの詳細については、表 23–6を参照してください。

メッセージストアのパーティションを監視する

利用可能なディスク容量の指定された割合をパーティションが超過したら、メッセージ
をメッセージストアパーティションに配信するのを停止できます。このためには、2つの
configutilパラメータを使って、その機能を有効にし、ディスク使用量のしきい値を指
定します。

この機能を使用して、メッセージストアデーモンはパーティションのディスク使用量を
監視します。ディスクの使用量が増加するにつれ、ストアデーモンは動的にパー
ティションをチェックする頻度 (100分に 1回～ 1分に 1回)を増やします。

ディスク使用量が指定されたしきい値を超えた場合、ストアデーモンは次のようにしま
す。

� パーティションをロックします。着信メッセージはMTAメッセージキューに保持さ
れますが、メッセージストアパーティション内のメールボックスには配信されませ
ん。

� メッセージをデフォルトのログファイルに記録します。
� ポストマスターに電子メール通知を送信します。configutilパラメータの

alarm.msgalarmnoticercptを設定して、電子メールの受信者を変更できます。

ディスクの使用量がしきい値を下回ると、パーティションのロックが解除され、
メッセージはまたストアに配信されるようになります。

次のような configutilパラメータがあります。

システムのパフォーマンスを監視する
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� local.store.checkdiskusageは、パーティション監視機能を有効にします。

許容可能な値: yes、no

デフォルト値: yes
� local.store.diskusagethresholdは、ディスク使用量のしきい値を指定します。

local.store.diskusagethresholdの値は、1～ 99のパーセンテージです。
デフォルト値: 99

ディスク使用量のしきい値には、ローカルメッセージストアを再パーティションした
り、さらに多くのディスク容量を割り当てたりするための時間が確保できる低いパーセ
ンテージに設定する必要があります。

たとえば、パーティションが 1時間に 2パーセントの割合でディスク容量を使用してい
き、またローカルメッセージストアにさらにディスク容量を割り当てるのに 1時間かか
るとします。この場合は、ディスク使用量のしきい値を 98パーセント未満の値に設定す
る必要があります。

MTAキューとログ領域を監視する

MTAキューのディスクおよびログ領域のディスク使用量を監視する必要があります。

ログ領域の管理については、第 21章を参照してください。mail.logファイルの監視方法
については、728ページの「MTAメッセージおよび接続のログの管理」を参照してくだ
さい。

CPU使用状況を監視する
CPU使用状況が高い場合は、使用状況のレベルに対してCPU容量が不足しているか、ま
たは適切なサイクルより多くのCPUサイクルを使用しているプロセスがあることを示し
ています。

CPU使用状況に関する問題の兆候
システムの応答が悪くなります。ユーザーのログインに時間がかかります。また、配信
速度が遅くなります。

CPU使用状況を監視するには
CPU使用状況の監視は、プラットフォーム固有のタスクです。関連するプラットフォー
ムのマニュアルを参照してください。

システムのパフォーマンスを監視する
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MTAを監視する
この節には、次の項があります。

� 801ページの「メッセージキューのサイズを監視する」
� 801ページの「配信エラーの頻度を監視する」
� 802ページの「受信 SMTP接続を監視する」
� 803ページの「ディスパッチャーおよびジョブコントローラのプロセスを監視する」

メッセージキューのサイズを監視する
メッセージキューが過度に大きくなる場合は、メッセージが配信されていない、配信が
遅延されている、あるいは入るのが速すぎてシステムがメッセージを配信できないこと
を示していることがあります。これは、膨大なメッセージがシステムに送られるサービ
ス拒否攻撃に遭っている、ジョブコントローラが実行されていないなど、さまざまな原
因によって発生します。

メッセージキューの詳細については、201ページの「チャネルメッセージキュー」、
779ページの「メッセージがキューから取り出されない」、および 782ページの「MTA
メッセージが配信されない」を参照してください。

メッセージキューに関する問題の兆候
� ディスク容量使用状況が高くなる。
� ユーザーが適切な時間内にメッセージを受信できない。
� メッセージキューのサイズが異常に大きい。

メッセージキューのサイズを監視するには
通常、メッセージキューを監視する最良の方法は、imsimta qmを使用することです。815
ページの「imsimta qm counters」を参照してください。

キューディレクトリ (msg_svr_base/data/queue/)内のファイルの数を監視することもでき
ます。ファイルの数はサイト固有であるので、「多すぎる」ものを見つけるための基準
を作る必要があります。これは、キューファイルのサイズを 2週間以上記録して、おお
よその平均をとることによって行います。

配信エラーの頻度を監視する
配信エラーは、外部サイトへのメッセージの配信試行のエラーです。配信エラーの頻度
の大幅な増加は、DNSサーバーの故障や、接続への応答時のリモートサーバーのタイム
アウトなど、ネットワークに関する何らかの問題の兆候です。

MTAを監視する
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配信エラーの頻度に関する問題の兆候
表面的な問題の兆候はありません。多数の Qレコードが mail.log_currentに表示されま
す。

配信エラーの頻度を監視するには
配信エラーは、ログエントリコード QとともにMTAログに記録されます。
msg_svr_base/data/log/mail.log_currentファイル内のレコードを確認します。次に例を
示します。

mail.log:06-Oct-2003 00:24:03.66 501d.0b.9 ims-ms Q 5 durai.balusamy@Sun.COM

rfc822;durai.balusamy@Sun.COM durai@ims-ms-daemon

<00ce01c38bda$c7e2b240$6501a8c0@guindy> Mailbox is busy

受信 SMTP接続を監視する
指定した IPアドレスからの受信用 SMTP接続の数が異常に増加した場合は、以下の状況
を示しています。

� 外部ユーザーがメールをリレーしようとしている。
� 外部ユーザーがサービス拒否攻撃を行おうとしている。

認証されていない SMTP接続の兆候
� 外部ユーザーによるメールのリレー:表面的には問題発生の兆候はありません。
� サービス拒否攻撃:外部のメッセージ要求により SMTPサーバーを過負荷にしようとす
る試みです。

受信用 SMTP接続を監視するには
� 外部ユーザーによるメールのリレー:ログエントリレコード J (拒否されたリレー)を含
むレコードのmsg_svr_base/log/mail.log_currentを確認します。リモート IPアドレス
のログを有効にするには、option.datファイルに次の行を追加します。

log_connection=1

この機能を有効にすると、わずかながらパフォーマンスが低下します。

� サービス拒否攻撃: SMTPサーバーに接続しているユーザーとその人数を調べるに
は、netstatコマンドを実行し、SMTPポートの接続数 (デフォルトは 25)を確認しま
す。次に例を示します。

Local address Remote address State

192.18.79.44.25 192.18.78.44.56035 32768 0 32768 0 CLOSE_WAIT

192.18.79.44.25 192.18.136.54.57390 8760 0 24820 0 ESTABLISHED

192.18.79.44.25 192.18.26.165.48508 33580 0 24820 0 TIME_WAIT

MTAを監視する
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最初に、システムで特定の読み取りが異常かどうかを判断するために、SMTP接続の適切
な数とその状態 (ESTABLISHED、CLOSE_WAITなど)を決定する必要があります。

多数の接続が SYN_RECEIVED状態にある場合は、ネットワークがうまく稼働していな
かったり、サービス拒否攻撃が行われていたりすることがあります。さらに、SMTPサー
バープロセスの有効期間は制限されています。これは、dispatcher.cnfファイルのMTA
設定変数 MAX_LIFE_TIMEによって制御されます。デフォルトは 86,400秒 (1日)です。同様
に、MAX_LIFE_CONNSは、サーバープロセスがその有効期間中に処理できる接続の最大数
を指定します。特定の SMTPサーバーが長時間稼働している場合は、調査することもで
きます。

ディスパッチャーおよびジョブコントローラのプ
ロセスを監視する
MTAが機能するためには、ディスパッチャーおよびジョブコントローラプロセスが動作
している必要があります。種類ごとに 1つのプロセスが必要です。

ディスパッチャーおよびジョブコントローラのプロセスダウンの
兆候
ディスパッチャーがダウンしていたり十分なリソースがない場合、SMTP接続は拒否され
ます。

ジョブコントローラがダウンしている場合、キューのサイズが大きくなります。

ディスパッチャーおよびジョブコントローラのプロセスを監視す
るには
dispatcherおよび job_controllerというプロセスが存在しているかどうかチェックしま
す。767ページの「ジョブコントローラとディスパッチャーが実行中であることを
チェックする」を参照してください。

LDAPDirectory Serverを監視する
この節には、次の項目があります。

� 803ページの「slapdを監視する」

slapdを監視する
LDAPディレクトリサーバー (slapd)は、メッセージングシステムのディレクトリ情報を
提供します。slapdがダウンしていると、システムは正しく作動しません。slapd応答時
間が遅すぎると、ログイン速度、および LDAP検索を必要とするほかのトランザク
ションに影響を及ぼします。

LDAPDirectory Serverを監視する

第 23章 • Messaging Serverを監視する 803



slapdに関する問題の兆候
� クライアントの POP、IMAP、またはWebメール認証が失敗するか、予定よりも時間
がかかる。

� MTAが正しく動作しない。

slapdを監視するには
� ns-slapdプロセスが実行中かどうかをチェックします。

� slapd-instance/logs/にある slapdログファイルの accessおよび errorsをチェックし
ます。

� ユーザー検索時の ns-slapd応答時間をチェックします。

� コンソールを表示して slapdを監視します。

� 808ページの「immonitor-access」も参照してください。

メッセージアクセスを監視する
この節には、次の項があります。

� 804ページの「imapd、popd、および httpdを監視する」
� 805ページの「storedを監視する」

imapd、popd、およびhttpdを監視する
これらのプロセスによって、IMAP、POP、およびWebメールサービスにアクセスしま
す。これらのいずれかが実行されていないか応答がない場合、サービスは正しく機能し
ません。サービスが実行されていても過負荷の場合は、監視することでそれを検出し、
より適切に設定し直すことができます。

imapd、popd、およびhttpdに関する問題の兆候
接続が拒否されるか、システムが遅すぎて接続できません。たとえば、IMAPが実行され
ていないときに IMAPに直接接続しようとすると、以下のようなメッセージが表示され
ます。

telnet 0 143 Trying 0.0.0.0... telnet: Unable to connect to remote host: Connection

refused

クライアントに接続しようとすると、以下のようなメッセージが表示されます。

Client is unable to connect to the server at the location you have specified. The

server may be down or busy.

メッセージアクセスを監視する
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imapd、popd、およびhttpdを監視するには
� watcherと msprobeによって監視することができます。120ページの「障害が発生した
サービスや応答がないサービスの自動再起動」および 816ページの「msprobeおよび
watcher関数を使用した監視」を参照してください。

� SNMPによって監視することができます。
SNMPを設定している場合は、これらのプロセスを監視することをお勧めします。付
録Aを参照してください。サーバー情報は、Network ServicesMonitoringMIBにありま
す。

� ログファイルをチェックします。

msg_svr_base/log/serviceディレクトリ (serviceは http、IMAP、POPのいずれか)を確認
します。このディレクトリで、ログファイルの数を確認します。ファイル名の 1つ
は、serviceの名前 (imap、pop、http)で、残りのファイル名はサービスの名前にシーケ
ンス番号および日付が連結されたものです。例:
imap imap.29.1010221593 imap.31.1010394412 imap.33.1010567224

サービス名だけのファイルは、最新のログです。それ以外のファイルは、シーケンス
番号 (ここでは 29、31、33)順に並べられ、シーケンス番号の一番大きいファイルが次
に新しいファイルです (第 21章を参照)
サーバーが停止した場合は、以下のように表示されることがあります。

imap.12.1065431243:[07/Oct/2003:01:15:43 -0700] gotmail-2 imapd[20525]: GeneralWarning:
Sun Java SystemMessaging Server IMAP4 6.1 (built Sep 24 2003) shutting down

� counterutilを使ってチェックできます。808ページの「counterutil」および『Sun Java
SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「counterutil」を参照して
ください。

� プラットフォーム固有のコマンドを実行して、imapd、popd、および httpdプロセスが
実行中かどうかを確認します。たとえば、Solarisでは、psコマンドを使用し、
imapd、popd、および mshttpdを検索することができます。

� 818ページの「警告メッセージ」に記載されているサーバー応答設定パラメータを設
定することによって、指定したサーバーのパフォーマンスしきい値に対する警告を設
定することができます。

� 808ページの「immonitor-access」を参照してください。

storedを監視する
storedは、存続期間決定ポリシーを実行したり、ディスクに保存されているメッセージ
を消去して、メッセージデータベースのデッドロック操作やトランザクション操作など
の、さまざまな重要なタスクを実行します。storedが実行を停止すると、最終的には
Messaging Serverに問題が発生します。start-msgが実行されているときに storedが起動
していないと、ほかのプロセスも起動しません。storedの詳細は、『Sun Java System
Messaging Server 6 2005Q4Administration Reference』の「stored」を参照してください。

メッセージアクセスを監視する
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storedに関する問題の兆候
表面的な問題の兆候はありません。

storedを監視するには
� storedプロセスが実行中かどうかをチェックします。storedは、pidfile.storeとい
うmsg_svr_base/config内の pidファイルを作成し、更新します。この pidファイル
は、復元中の init状態と準備中の ready状態を示します。例:

231: cat pidfile.store

28250

ready

1行目の数字は storedのプロセス IDです。

232: ps -eaf | grep stored

inetuser 28250 1 0 Jan 05 ? 8:44

/opt/SUNWmsgsr/lib/stored -d

� msg_svr_base/store/mboxlistに作成されたログファイルをチェックします。すべての
ログファイルが直接 storedの問題によって作成されるわけではありません。ログ
ファイルは、imapdが壊れている場合やデータベースに問題がある場合にも作成され
ることがあります。

� msg_svr_base/config内の次のファイルのタイムスタンプをチェックします。
stored.ckp -チェックポイントで試行が行われたときに押されます。1分ごとにタイム
スタンプが付けられます。stored.lcu -データベースログのクリーンアップごとに押
されます。5分ごとにタイムスタンプが付けられます。stored.per -ユーザー単位の
データベース書き込み時に押されます。60分ごとにタイムスタンプが付けられます。

� デフォルトログファイルのmsg_svr_base/log/default/default内の storedメッセージ
をチェックします。

� watcherと msprobeによって監視することができます。120ページの「障害が発生した
サービスや応答がないサービスの自動再起動」および 816ページの「msprobeおよび
watcher関数を使用した監視」を参照してください。

メッセージストアを監視する
メッセージはデータベースに保存されています。ディスク上のユーザーの分散、メール
ボックスのサイズ、ディスクの要件は、ストアのパフォーマンスに影響します。次の項
目で、これらの問題について説明します。

� 798ページの「ディスク容量を監視するには」
� 807ページの「メッセージストアデータベースのロック状態を監視する」
� 807ページの「mboxlistディレクトリ内のデータベースログファイルの数を監視する」
� 606ページの「制限容量を監視するには」

メッセージストアを監視する
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メッセージストアデータベースのロック状態を監
視する
データベースロックの状態は、さまざまなサーバープロセスで保持されます。これらの
データベースロックは、メッセージストアのパフォーマンスに影響することがありま
す。デッドロックの場合、メッセージが適切な速度でストアに挿入されないため、結果
として ims-msチャネルキューが大きくなります。キューをバックアップするのにはいく
つかの正当な理由があります。したがって、キューの長さの履歴をとっておくと、問題
を診断するのに便利です。

メッセージストアのデータベースロックに関する問題の兆候
多数のトランザクションが蓄積され、解決されません。

メッセージストアのデータベースロックを監視するには
counterutil -o db_lock コマンドを使用します。

mboxlistディレクトリ内のデータベースログ
ファイルの数を監視する
データベースログファイルは、sleepycatトランザクションのチェックポイントログ
ファイル (msg_svr_base/store/mboxlistディレクトリ内)を指します。作成されるログ
ファイルは、データベースのチェックポイントが発生しないという問題の兆候です。ま
た、storedの問題による場合もあります。

データベースログファイルの問題の兆候
通常は、2つまたは 3つのログファイルがあります。ログファイルがそれ以上ある場合
は、潜在的に重大な問題があることを示しています。メッセージストアはメッセージと
制限容量のためにいくつかのデータベースを使用します。それらに問題があるとすべて
のメールサーバーに問題が発生することがあります。

データベースログファイルを監視するには
msg_svr_base/store/mboxlistディレクトリを調べて、2つまたは 3つのファイルしかない
ことを確認してください。

メッセージストアを監視する
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監視用のユーティリティーとツール
監視には、次のツールを利用できます。

� 808ページの「immonitor-access」
� 808ページの「stored」
� 808ページの「counterutil」
� 812ページの「ログファイル」
� 812ページの「imsimta counters」
� 815ページの「imsimta qm counters」
� 815ページの「SNMPを使用したMTAの監視」
� 815ページの「メールボックスの制限容量チェックのための imquotacheck」
� 816ページの「msprobeおよびwatcher関数を使用した監視」

immonitor-access
immonitor-accessは、Messaging Serverのコンポーネントやプロセスのステータスを監視
します。対象となるコンポーネントやプロセスには、メール配信 (SMTPサーバー)、
メッセージアクセスとストア (POPサーバーおよび IMAPサーバー)、ディレクトリサービ
ス (LDAPサーバー)、およびHTTPサーバーがあります。このユーティリティーでは、さ
まざまなサービスの応答時間と、メッセージの送受信にかかるラウンドトリップの総時
間を測定します。ディレクトリサービスは、指定のユーザーをディレクトリ内で検索
し、応答時間を測定することで監視します。メール配信はメッセージを送信することで
(SMTP)監視し、メッセージアクセスおよびストアはそのメッセージを受信することで監
視します。HTTPサーバーの監視は、起動して実行中であるかどうかを調べることだけに
制限されます。

詳細な手順は、『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「immonitor-access」を参照してください。

stored
storedユーティリティーはサーバー上で保守タスクを実行し、監視も実行できます。た
だし、監視タスクは msprobeで行うことをお勧めします。816ページの「msprobeおよび
watcher関数を使用した監視」を参照してください。

counterutil
このユーティリティーは、さまざまなシステムカウンタから取得した統計情報を提供し
ます。以下は、現在利用できるカウンタオブジェクトのリストです。

# /opt/SUNWmsgsr/sbin/counterutil -l

Listing registry (/opt/SUNWmsgsr/data/counter/counter)

numobjects = 11
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refcount = 1

created = 25/Sep/2003:02:04:55 -0700

modified = 02/Oct/2003:22:48:55 -0700

entry = alarm

entry = diskusage

entry = serverresponse

entry = db_lock

entry = db_log

entry = db_mpool

entry = db_txn

entry = imapstat

entry = httpstat

entry = popstat

entry = cgimsg

それぞれのエントリはカウンタオブジェクトを表し、このオブジェクトに使用できるさ
まざまなカウントを提供します。この節では、alarm、diskusage、serverresponse、
db_lock、popstat、imapstat、および httpstatカウンタオブジェクトについてのみ説明し
ます。counterutilコマンドの使用法については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「counterutil」を参照してください。

counterutilの出力
counterutilにはさまざまなフラグがあります。このユーティリティーのコマンドの形式
は次のとおりです。

counterutil -o CounterObject -i 5 -n 10

ここで、

-oCounterObjectは、カウンタオブジェクト alarm、diskusage、serverresponse、
db_lock、popstat、imapstat、および httpstatを表します。

-i 5は、5秒の間隔を指定します。

-n 10は、反復回数 (デフォルト:無限)を表します。

counterutilの使用例を以下に示します。

# counterutil -o imapstat -i 5 -n 10

Monitor counteroobject (imapstat)

registry /gotmail/iplanet/server5/msg-gotmail/counter/counter opened

counterobject imapstat opened

count = 1 at 972082466 rh = 0xc0990 oh = 0xc0968

global.currentStartTime [4 bytes]: 17/Oct/2000:12:44:23 -0700

global.lastConnectionTime [4 bytes]: 20/Oct/2000:15:53:37 -0700

global.maxConnections [4 bytes]: 69
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global.numConnections [4 bytes]: 12480

global.numCurrentConnections [4 bytes]: 48

global.numFailedConnections [4 bytes]: 0

global.numFailedLogins [4 bytes]: 15

global.numGoodLogins [4 bytes]: 10446

...

counterutilを使用した警告統計
これらの警告統計は、storedが送信する警告を指します。警告カウンタは次の統計を提
供します。

表 23–1 counterutil alarm統計

サフィックス 説明

alarm.countoverthreshold しきい値を超えた回数です。

alarm.countwarningsent 送信された警告の数です。

alarm.current 現在の監視値です。

alarm.high これまでに記録された最高値です。

alarm.low これまでに記録された最低値です。

alarm.timelastset 最後に現在の値が設定された時間です。

alarm.timelastwarning 最後に警告が送信された時間です。

alarm.timereset 最後にリセットが行われた時間です。

alarm.timestatechanged 最後に警告状態が変わった時間です。

alarm.warningstate 警告状態 (yes(1)または no(0))です。

counterutilを使用した IMAP、POP、およびHTTP接続の統計
現在の IMAP、POP、およびHTTP接続の数、ログインに失敗した回数、開始時間からの
接続合計などの情報を得るために、コマンド counterutil -o CounterObject -i 5 -n 10を使
用できます。ここで、CounterObjectは、カウンタオブジェクト popstat、imapstat、また
は httpstatを表します。imapstatサフィックスの意味を表 23–2に示します。popstatお
よび httpstatオブジェクトは、同じ情報を同じ形式と構造で提供します。

表 23–2 counterutil imapstat統計

サフィックス 説明

currentStartTime 現在の IMAPサーバープロセスの開始時間です。

lastConnectionTime 最後に新しいクライアントが受け入れられた時間です。
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表 23–2 counterutil imapstat統計 (続き)
サフィックス 説明

maxConnections IMAPサーバーが処理した同時接続の最大数です。

numConnections 現在の IMAPサーバーが処理した接続の総数です。

numCurrentConnections アクティブな接続の現在の数です。

numFailedConnections 現在の IMAPサーバーが処理した失敗した接続の数です。

numFailedLogins 現在の IMAPサーバーが処理した失敗したログインの数です。

numGoodLogins 現在の IMAPサーバーが処理した成功したログインの数です。

counterutilを使用したディスク使用状況の統計
コマンドcounterutil -o diskusage は次の情報を生成します。

表 23–3 counterutil diskstat統計

サフィックス 説明

diskusage.availSpace ディスクパーティションで利用できる合計容量です。

diskusage.lastStatTime 最後に統計がとられた時間です。

diskusage.mailPartitionPath メールパーティションのパスです。

diskusage.percentAvail 利用できるディスクパーティション容量の割合です。

diskusage.totalSpace ディスクパーティションの合計容量です。

サーバー応答の統計
コマンドcounterutil -o serverresponse は次の情報を生成します。この情報は、サー
バーが稼働中かどうかと、サーバーの応答速度をチェックする際に便利です。

表 23–4 counterutil serverresponse統計

サフィックス 説明

http.laststattime 最後に httpサーバー応答がチェックされた時間です。

http.responsetime httpの応答時間です。

imap.laststattime 最後に imapサーバー応答がチェックされた時間です。

imap.responsetime imapの応答時間です。

pop.laststattime 最後に popサーバー応答がチェックされた時間です。

pop.responsetime popの応答時間です。
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表 23–4 counterutil serverresponse統計 (続き)
サフィックス 説明

ldap_host1_389.laststattime 最後に ldap_host1_389サーバー応答がチェックされた時間です。

ldap_host1_389.responsetime ldap_host1_389の応答時間です。

ugldap_host2_389.laststattime 最後に ugldap_host2_389サーバー応答がチェックされた時間です。

ugldap_host2_389.responsetime ugldap_host2_389の応答時間です。

ログファイル
Messaging Serverは、SMTP、IMAP、POP、およびHTTPのイベント記録をログに保存し
ます。Messaging Serverログファイルの作成と管理用のポリシーはカスタマイズ可能で
す。

ログ記録はサーバーのパフォーマンスに影響を与えることがあるため、サーバーに負担
がかからないよう、非常に慎重に検討する必要があります。詳細は、第 21章を参照して
ください。

imsimta counters
MTAは、アクティブなチャネルのそれぞれに対して、MailMonitoringMIB (RFC 1566)に
基づいてメッセージトラフィックのカウンタを累積します。チャネルカウンタは、使用
している電子メールシステムの傾向や調子を示すためのものです。チャネルカウンタ
は、メッセージトラフィックを正確に計算するためのものではありません。正確な計算
については、第 21章に記載されているMTAログを参照してください。

MTAチャネルカウンタは、利用可能な最軽量メカニズムを使用して実装されるため、実
際の操作での影響はわずかです。チャネルカウンタはさらに処理を行おうとはしませ
ん。つまり、セクションのマッピングの試行が失敗した場合やセクション内のロックの 1
つをほぼ即座に取得できない場合は、情報が記録されず、システムが停止している場合
は、メモリ内セクションに含まれている情報は永久に失われます。

imsimta counters -showコマンドによってMTAチャネルメッセージの統計が得られます
(以下を参照 )。最小値が何も示されないときは、これらのカウンタを調べる必要があり
ます。チャネルによっては、実際の最小値は負の値です。負の値は、カウンタがゼロに
なった (たとえば、カウンタのクラスタレベルのデータベースが作成された)時点で
チャネルのキューに入れられたメッセージがあることを示します。これらのメッセージ
がキューから取り出されるとき、関連するチャネルのカウンタは減少し、それによって
最小値が負になります。このようなカウンタの場合、正確な「絶対」値は、初期化以降
にカウンタが保持していた最小値を差し引いた現在の値です。

Channel Messages Recipients Blocks

------- -------- ---------- -------

tcp_local
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Received 29379 79714 982252 (1)
Stored 61 113 -2004 (2)
Delivered 29369 79723 983903 (29369 first time) (3)
Submitted 13698 13699 18261 (4)
Attempted 0 0 0 (5)
Rejected 1 10 0 (6)
Failed 104 104 4681 (7)

Queue time/count 16425/29440 = 0.56 (8)
Queue first time/count 16425/29440 = 0.56 (9)

Total In Assocs 297637

Total Out Assocs 28306

1) Receivedは、tcp_localという名前のチャネルのキューに入れられたメッセージの数で
す。つまり、ほかのチャネルによって tcp_localチャネルのキューに入れられたメッセー
ジ (mail.log*ファイル内の Eレコード)です。

2) Storedは、チャネルキューに保存された配信されるメッセージの数です。

3) Deliveredは、チャネル tcp_localによって処理された (キューから取り出された )
メッセージの数です (つまり、mail.log*ファイル内のDレコード)。キューからの取り出
しとは、正常な配信 (別のチャネルのキューに入れること)か、またはメッセージが差出
人に戻ってきたためにキューから取り出すことのいずれかを指します。通常これは、
Receivedの数から Storedの数を引いた数に相当します。

MTAは、最初の試行でキューから取り出されたメッセージ数も記録します。

4) Submittedは、チャネル tcp_localによって別のチャネルのキューに入れられた
メッセージ (mail.logファイル内の Eレコード)の数です。

5) Attemptedは、キューから取り出す際に一時的な問題が発生したメッセージ (mail.log*
ファイル内のQまたは Zレコード)の数です。

6) Rejectedは、拒否されたキューからの取り出し試行 (mail.log*ファイル内の Jレコー
ド)の数です。

7) Failedは、失敗したキューからの取り出し試行 (mail.log*ファイル内の Rレコード)の
数です。

8) Queue time/countは、配信されるメッセージがキューに入っていた時間の平均時間で
す。これは、最初の試行で配信されたメッセージ ((9)を参照)と、追加の配信試行が必要
になった (通常はそのためにキューの中で長い間待機している)メッセージの両方が対象
になっています。

9) Queue first time/countは、最初の試行で配信されたメッセージがキューに入っていた
時間の平均時間です。

送信されたメッセージの数が配信されたメッセージの数より大きくなっていることに注
意してください。この原因のほとんどは、メッセージがチャネルのキューから取り出さ
れる (配信される)たびに少なくとも 1つ (場合によっては複数)の新しいメッセージが
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キューに入れられる (送信される)ためです。たとえば、メッセージが異なるチャネル経
由で 2人の受取人に届けられる場合は、2つのメッセージがキューに入れられる必要があ
ります。すなわち、メッセージがバウンスされる場合は、差出人にコピーが返送され、
もう 1つのコピーがポストマスターに送信されることがあります。通常は 2件の送信にな
ります (両方とも同じチャネル経由で届けられる場合を除く)。

通常は、Submittedと Deliveredの間の接続はチャネルのタイプによって異なります。た
とえば、変換チャネルでは、メッセージはほかの任意のチャネルのキューに入れられ、
そのあと変換チャネルがそのメッセージを処理し、それを 3番目のチャネルのキューに
入れ、元のチャネルのキューから取り出されたものとしてメッセージをマークします。
個々のメッセージのパスは以下のとおりです。

ほかの場所 -> 変換チャネル E レコード Received

変換チャネル -> ほかの場所 E レコード Submitted

変換チャネル D レコード Delivered

ただし、tcp_localのように「通過」しなくても 2つの部分 (スレーブとマスター)がある
チャネルの場合は、Submittedと Deliveredの間の接続はありません。Submittedカウンタ
が tcp_localチャネルの SMTPサーバー部分を処理する必要があるのに対し、Delivered

は tcp_localチャネルの SMTPクライアント部分を処理する必要があります。これらは 2
つのまったく別のプログラムであり、それぞれから送られるメッセージはまったく別の
ものになることがあります。

SMTPサーバーに送信されるメッセージ

tcp_local -> ほかの場所 E レコード Submitted

SMTPクライアント経由でほかの SMTPホストに送信されるメッセージ

ほかの場所 -> tcp_local E レコード Received

tcp_local D レコード Delivered

チャネルのキューからの取り出し (配信)により、少なくとも 1つの新しいメッセージが
キューに入れられ (送信され)ます。複数になることもあります。たとえば、メッセージ
が異なるチャネル経由で 2人の受取人に届けられる場合は、2つのメッセージがキューに
入れられる必要があります。すなわち、メッセージがバウンスされる場合は、差出人に
コピーが返送され、もう 1つのコピーがポストマスターに送信されることがあります。
通常は同じチャネル経由で届けられます。

UNIXおよびNTでの実装
パフォーマンス上の理由から、MTAはメモリ内にチャネルカウンタのキャッシュを保持
します。これには、UNIXでは共有メモリセクションを使用し、NTでは共有ファイル
マッピングオブジェクトを使用します。ノード上のプロセスがメッセージをキューに入
れたりキューから取り出すときに、このプロセスがそのメモリ内キャッシュ内のカウン
タを更新します。チャネルが作動しているときにメモリ内セクションが存在しない場
合、メモリ内セクションは自動的に作成されます (imta startコマンドも、存在しない場
合はメモリ内キャッシュを作成)。
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imta counters -clearコマンドまたは imta qmコマンドの counters clearは、カウンタを
ゼロにリセットするために使用することもあります。

imsimtaqmcounters
imsimta qm countersユーティリティーは、MTAチャネルのキューメッセージカウンタを
表示します。このユーティリティーは、rootまたは inetuserとして実行する必要があり
ます。出力されるフィールドは、812ページの「imsimta counters」に記載されているもの
と同じです。『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「imsimta counters」も参照してください。

次に例を示します。

# imsimta counters -create

# imsimta qm counters show

Channel Messages Recipients Blocks

---------------------- ---------- ---------- ----------

tcp_intranet

Received 13077 13859 264616

Stored 92 91 -362

Delivered 12985 13768 264978

Submitted 2594 2594 3641

...

MTAを再起動するたびに、# imsimta counters -create を実行する必要があります。

SNMPを使用したMTAの監視
Messaging Serverでは、SNMP (Simple NetworkManagement Protocol)を利用したシステム監
視機能がサポートされています。SunNetManagerや (本製品には付属していない) HP
OpenViewなどの SNMPクライアント (「ネットワークマネージャー」とも呼ばれる)を
使って、Messaging Serverの特定の部分を監視することができます。詳細は、付録Aを参
照してください。

メールボックスの制限容量チェックのための
imquotacheck
imquotacheckユーティリティーを使用して、メールボックスの制限容量の使用状況と制
限を監視することができます。imquotacheckユーティリティーは、定義された制限容量
を一覧表示し、制限容量の使用状況に関する情報を提供するレポートを生成します。

たとえば次のコマンドでは、全ユーザーの制限容量に関する情報を一覧表示します。
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% imquotacheck

-------------------------------------------------------------------------

Domain red.siroe.com (diskquota = not set msgquota = not set) quota usage

-------------------------------------------------------------------------

diskquota size(K) %use msgquota msgs %use user

# of domains = 1

# of users = 705

no quota 50418 no quota 4392 ajonk

no quota 5 no quota 2 andrt

no quota 355518 no quota 2500 ansri

...

次の例では、ユーザー sorookの制限容量の使用状況を示します。

% imquotacheck -u sorook

-------------------------------------------------------------------------

quota usage for user sorook

-------------------------------------------------------------------------

diskquota size(K) %use msgquota msgs %use user

no quota 1487 no quota 305 sorook

msprobeおよびwatcher関数を使用した監視
Messaging Serverには、各種のシステムサービスを監視するために、watcherと msprobeと
いう 2つのプロセスが用意されています。watcherは、サーバーのクラッシュを監視し、
必要に応じて再起動を行います。msprobeは、サーバーのハングアップ (応答なし)を監視
します。特に、msprobeは次の状態を監視します。

� サーバー応答時間: msprobeは有効になっているサーバーにそのプロトコルコマンドを
使って接続し、応答時間を測定します。応答時間が警告のしきい値を超えると、警告
メッセージがサーバーに送信されます (818ページの「警告メッセージ」を参照)。ま
た、サーバーの応答時間が指定のタイムアウト期間を超えると、サーバーは再起動さ
れます。サーバーの応答時間はカウンタデータベースに記録され、デフォルトのログ
ファイルに記録されます。サーバーの応答時間の統計を表示するには、counterutil

を使用します (808ページの「counterutil」を参照)。

msprobeによって監視されるサーバーは、imap、pop、http、cert、job_controller、
smtp、lmtp、mmp、および ensです。smtpまたは lmtpが応答しないときは、ディス
パッチャーが再起動されます。ensは自動的に再起動できません。

� ディスク使用量: msprobeはメッセージストアパーティションごとのディスクの利用度
と使用量をチェックします。特に、メッセージストアの mboxlistデータベースディレ
クトリとMTAキューディレクトリをチェックします。ディスク使用量が設定したし
きい値を超えると、警告メッセージが送信されます。ディスクのサイズと使用量はカ
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ウンタデータベースに記録され、デフォルトのログファイルに記録されます。管理者
は、counterutilユーティリティー (808ページの「counterutil」を参照)を使用して
ディスク使用量の統計を表示できます。

� メッセージストアのmboxlistデータベースログファイルの累積:ログファイルの累積
は、mboxlistデータベースのエラーを示しています。msprobeはアクティブなログ
ファイルの数をカウントし、その数がしきい値よりも大きい場合は、重大エラー
メッセージを defaultログファイルに記録して、管理者にサーバーを再起動すること
を通知します。autorestartが有効になっている (local.autorestartが yesに設定されて
いる)場合は、ストアデーモンが再起動されます。

watcherと msprobeは、表 23–5に示す configutilオプションによって制御されます。詳細
は、120ページの「障害が発生したサービスや応答がないサービスの自動再起動」を参照
してください。

表 23–5 msprobeおよび watcherの configutilオプション

オプション 説明

local.autorestart サーバーの自動再起動を有効にします。障害の発生したサービスまたはハン
グアップしたサービスを自動的に再起動します。デフォルト:いいえ

local.autorestart.timeout 再試行失敗のタイムアウトです。ここに指定した時間内でサーバーに 3回以
上障害が発生すると、システムはサーバーの再起動を試行しなくなります。
値 (秒単位で指定)は、msprobeの間隔 (local.schedule.msprobe)よりも長い時
間に設定する必要があります。デフォルト: 600秒

local.probe.service.timeout 特定のサーバーが再起動されるまでのタイムアウトです。serviceは、imap、
pop、http、cert、job_controller、smtp、lmtp、mmp、または ensのいずれかに
なります。

デフォルト: service.readtimeoutの値を使用する

local.probe.service.warningthreshold 警告メッセージが defaultログファイルに記録されるまでの特定のサーバー
の無応答時間 (秒)です。serviceは、imap、pop、http、cert、job_controller、
smtp、lmtp、mmp、または ensのいずれかになります。

デフォルト: local.probe.warningthreshold

local.probe.warningthreshold 警告メッセージが defaultログファイルに記録されるまでのサーバーの無応
答時間 (秒)です。

デフォルト: 5秒

local.queuedir キューサイズが alarm.diskavail.msgalarmthresholdによって定義されたしきい
値を超えているかどうかを確認するためのMTAキューディレクトリです。

デフォルト:なし

service.readtimeout サーバーを再起動するまでのサーバーの無応答時間です。
local.schedule.msprobeを参照してください。

デフォルト: 10秒

監視用のユーティリティーとツール

第 23章 • Messaging Serverを監視する 817



表 23–5 msprobeおよび watcherの configutilオプション (続き)
オプション 説明

local.schedule.msprobe msprobeの実行スケジュールです。この値は、crontab形式でスケジュールを
示す文字列です (表 18–10を参照)。

local.watcher.enable サービスの障害を監視するwatcherを有効にします。対象となるサービス
は、IMAP、POP、HTTP、ジョブコントローラ、ディスパッチャー、
メッセージストア (stored)、imsched、およびMMPです。(LMTP/SMTPサー
バーはディスパッチャーによって監視され、LMTP/SMTPクライアントは
job_controllerによって監視される。)それぞれの障害について、エラー
メッセージをデフォルトのログファイルに記録します。デフォルト: on

警告メッセージ
msprobeは、電子メールメッセージの形式で警告をポストマスター (805ページ
の「imapd、popd、および httpdを監視するには」を参照)に送信して、指定された状態を
警告します。一定のしきい値を超えたときに送信される電子メール警告のサンプルを以
下に示します。

Subject: ALARM: server response time in seconds of “ldap_siroe.com_389” is 10

Date: Tue, 17 Jul 2001 16:37:08 -0700 (PDT)

From: postmaster@siroe.com

To: postmaster@siroe.com

Server instance: /opt/SUNWmsgsr

Alarmid: serverresponse

Instance: ldap_siroe_europa.com_389

Description: server response time in seconds

Current measured value (17/Jul/2001:16:37:08 -0700): 10

Lowest recorded value: 0

Highest recorded value: 10

Monitoring interval: 600 seconds

Alarm condition is when over threshold of 10

Number of times over threshold: 1

msprobeでディスクおよびサーバーのパフォーマンスを監視する頻度と、どのような状況
下で警告を送るかを指定することができます。このためには、configutilコマンドを使
用して警告パラメータを設定します。表 23–6に、有用な警告パラメータとそのデフォル
ト設定を示します。『Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4Administration
Reference』の「configutil Parameters」を参照してください。

監視用のユーティリティーとツール
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表 23–6有用な警告メッセージの configutilパラメータ

パラメータ 説明 (括弧内はデフォルト)

alarm.msgalarmnoticehost (localhost)警告メッセージの送信先のマシンです。

alarm.msgalarmnoticeport (25)警告メッセージの送信時に接続する SMTPポートです。

alarm.msgalarmnoticercpt (Postmaster@localhost)警告通知の送信先です。

alarm.msgalarmnoticesender (Postmaster@localhost)警告の差出人のアドレスです。

alarm.diskavail.msgalarmdescription (利用可能なメールパーティションのディスク容量のパーセン
テージ)ディスク利用度の警告についての説明フィールドのテ
キストです。

alarm.diskavail.msgalarmstatinterval (3600)ディスク利用度のチェック間隔 (秒)です。ディスク使用
状況をチェックしない場合は、0に設定します。

alarm.diskavail.msgalarmthreshold (10)利用可能なディスク容量の割合です。この値を下回ると警
告が送信されます。

alarm.diskavail.msgalarmthresholddirection (-1)利用可能なディスク容量がしきい値 (-1)より低いか、しき
い値 (1)より高いときに警告を発行するかどうかを指定しま
す。

alarm.diskavail.msgalarmwarninginterval (24)ディスク利用度の警告が繰り返される間隔 (時)です。

alarm.serverresponse.msgalarmdescription (サーバーの応答時間を表す秒数)。サーバーの応答警告につい
ての説明フィールドのテキストです。

alarm.serverresponse.msgalarmstatinterval (600)サーバー応答のチェックの間隔 (秒)です。サーバーの応答
を確認しない場合は、0に設定します。

alarm.serverresponse.msgalarmthreshold (10)サーバー応答時間 (秒)がこの値を超えると、警告が発行さ
れます。

alarm.serverresponse.msgalarmthresholddirection (1)サーバー応答時間がしきい値より大きい (1)か、しきい値よ
り小さい (-1)ときに、警告を発行するかどうかを指定します。

alarm.serverresponse.msgalarmwarninginterval (24)サーバー応答警告が繰り返される間隔 (時)です。

監視用のユーティリティーとツール

第 23章 • Messaging Serverを監視する 819



820



SNMPサポート

Messaging Serverでは、SNMP (Simple NetworkManagement Protocol)を利用したシステム監
視機能がサポートされています。SunNetManagerや (本製品には付属していない) HP
OpenViewなどの SNMPクライアント (「ネットワークマネージャー」とも呼ばれる)を
使って、Messaging Serverの特定の部分を監視することができます。Messaging Serverの監
視の詳細については、第 23章を参照してください。

この付録では、Messaging Serverの SNMPサポートを有効にする方法について説明しま
す。また、SNMPから得られる情報の種類についても簡単に説明します。ただし、この
付録では、それらの情報を表示する方法については取り上げていません。SNMPクライ
アントを使って SNMPベースの情報を表示する方法については、SNMPクライアントの
マニュアルを参照してください。このマニュアルには、Messaging Serverの SNMP実装で
使用できるデータの一部も紹介されています。MIBの詳細については、RFC 2788
(http://www.faqs.org/rfcs/rfc2788.html)およびRFC 2789
(http://www.faqs.org/rfcs/rfc2788.html)を参照してください。

この章には、次の節があります。

� 821ページの「SNMPの実装」
� 823ページの「Solaris 8でMessaging Server用の SNMPサポートを設定する」
� 824ページの「SNMPクライアントから監視する」
� 825ページの「Unixプラットフォームにおけるほかの Sun Java System製品との共存」
� 825ページの「Messaging Serverの SNMPの情報」

SNMPの実装
Messaging Serverには、Network ServicesMonitoringMIB (RFC 2788)とMailMonitoringMIB
(RFC 2789)という 2つの標準化されたMIBが実装されています。Network Services
MonitoringMIBは POP、IMAP、HTTP、SMTPなどのサーバーのネットワークサービスを
監視するためのものです。MailMonitoringMIBはMTAを監視するためのものです。Mail
MonitoringMIBでは、各MTAチャネルのアクティブ状態と、その履歴を監視することが
できます。アクティブ状態の監視では、現在キューに入っているメッセージと開いてい
るネットワーク接続に焦点があてられます。たとえば、キュー内にあるメッセージの数
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や、開いているネットワーク接続のソース IPアドレスなどです。一方、履歴の監視から
は、累積による統計が提供されます。たとえば、処理したメッセージの合計数や、受信
接続の合計数などです。

注 –Messaging Server SNMP監視機能の詳細については、RFC 2788およびRFC 2789を参照
してください。

SNMPは、Solaris 8および 9と、Java Enterprise Systemが対応しているすべてのバージョン
のMicrosoftWindowsが稼働しているプラットフォームでサポートされています。このほ
かのプラットフォームについては、今後のリリースで SNMPをサポートする予定です。
Solarisでの SNMPサポートは、Solarisのネイティブ SNMPテクノロジである Solstice
EnterpriseAgents (SEA)を利用しています。Solaris 8システムに SEAをインストールする必
要はありません。必要なランタイムライブラリはすでにインストールされています。

Messaging Server SNMPサポートには、次のような制限があります。

� SNMPを通じて監視できるMessaging Serverのインスタンスは、ホストコンピュータ当
たり 1つのみである。

� SNMPサポートは、監視用のみである。SNMP管理はサポートされていない。
� SNMPトラップは実装されない。(RFC 2788に、トラップを使用しない同様の機能が記
述されている。)

Messaging Serverでの SNMPの動作
Solarisプラットフォームでは、Messaging Server SNMPプロセスは SNMPサブエージェン
トであり、起動時にプラットフォームのネイティブ SNMPマスターエージェントに自動
的に登録されます。クライアントからの SNMP要求は、マスターエージェントに送られ
ます。次にMessaging Server宛の要求は、マスターエージェントからMessaging Serverサブ
エージェントプロセスに送られます。最後にMessaging Serverサブエージェントプロセス
によって要求が処理され、その応答がマスターエージェントを通じてクライアントに送
られます。図A–1に、このプロセスを示します。

SNMPの実装
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図 A–1SNMPの情報フロー

Solaris 8でMessaging Server用の SNMPサポートを設定す
る

SNMP監視機能によって生じるオーバーヘッドは非常に小さなものですが、Messaging
Serverは SNMPサポートを無効にした状態で出荷されています。SNMPサポートを有効に
するには、次のコマンドを実行します。

# su user-id-for-ims

# configutil -o local.snmp.enable -v 1

# start-msg snmp

SNMPを有効にすると、パラメータを指定せずに start-msgコマンドを実行するだけで、
SNMPサブエージェントプロセスがその他のMessaging Serverプロセスとともに自動的に
起動するようになります。

Solaris 8でMessaging Server用の SNMPサポートを設定する
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Messaging Server SNMPサブエージェントが動作するためには、Solarisのネイティブ SNMP
マスターエージェントが実行されていなければなりません。Solarisのネイティブ SNMP
マスターエージェントは snmpdxデーモンであり、通常これは Solarisの起動プロセスの一
部として起動します。

要求を受信するUDPポートは、SNMPサブエージェントによって自動的に選択されま
す。必要であれば、次のコマンドを使ってサブエージェントに固定のUDPポートを割り
当てることもできます。

# configutil -o local.snmp.port -v port-number

この設定は、あとでポート番号にゼロを指定することによって取り消すことができま
す。ゼロ (デフォルト)に指定すると、Messaging Serverにより、サブエージェントが使用
可能な任意のUDPポートを自動的に選択することが許可されます。

/etc/snmp/confディレクトリには、2つの SNMPサブエージェント設定ファイルがありま
す。1つは SNMPアクセス制御情報を含む ims.aclで、もう 1つは SNMPMIBOID登録情
報を含む ims.regです。

通常、これらのファイルを編集する必要はありません。Messaging Serverによって提供さ
れるMIBは読み取り専用で、ims.regファイルでポート番号を指定する必要はありませ
ん。ポート番号を指定した場合は、configutilユーティリティーでもポート番号を設定
した場合を除き、ここで指定した値が使用されます。configutilでポート番号を設定し
た場合は、そのポート番号がサブエージェントで使用されます。これらのファイルを編
集した場合は、変更を反映させるために SNMPサブエージェントをいったん停止してか
ら再起動する必要があります。

# stop-msg snmp

# start-msg snmp

注 –Messaging Serverで SNMPサポートを有効にしている場合、Solaris 10OS上で発行され
る SNMP経由のすべてのクエリーは、デフォルトポート 16161に接続する必要がありま
す。たとえば、オープンソースの SNMPツール snmpwalkを使用してMessaging Serverの
ネットワーク/メール統計を照会する場合は、オプション -p 16161を指定します。

SNMPクライアントから監視する
RFC 2788 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2788.html)およびRFC 2789
(http://www.faqs.org/rfcs/rfc2788.html)のベースOIDは次のとおりです。

mib-2.27 = 1.3.6.1.2.10.27

mib-2.28 = 1.3.6.1.2.1.28

SNMPクライアントをこれら 2つのOIDにポイントし、SNMPコミュニティーに「パブ
リック」としてアクセスします。

SNMPクライアントから監視する
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お使いの SNMPクライアントにMIBのコピーを読み込みたい場合は、
msg_svr_base/lib/config-templatesディレクトリにあるASCII版のMIBを利用できます。
ファイル名は rfc2788.mibと rfc2789.mibです。これらのMIBを SNMPクライアントソフ
トウェアに読み込む方法については、SNMPクライアントソフトウェアのマニュアルを
参照してください。これらのMIBで使用される SnmpAdminStringデータタイプは、古い
バージョンの SNMPクライアントで認識されないことがあります。その場合には、同じ
ディレクトリにある rfc2248.mibと rfc2249.mibを使用してください。

Unixプラットフォームにおけるほかの Sun Java System製
品との共存

SNMPサポートが提供されているほかのNetscape製品または Sun Java System製品では、プ
ラットフォームのネイティブマスターエージェントを置き換えて SNMPサポートを有効
にします。これらの Sun Java System製品をMessaging Serverと同じホストで実行し、両者
を SNMPで監視する場合は、『Managing Servers with iPlanet Console
(http://docs.sun.com)』の第 11章の説明に従って Sun Java System Proxy SNMPAgentを設
定します。これにより、Messaging Server SNMPサブエージェント (ネイティブ SNMPエー
ジェント)がほかの Sun Java System製品のネイティブではない Sun Java System SNMPサブ
エージェントと共存できるようになります。

Messaging Serverの SNMPの情報
この節では、SNMPを通じて提供されるMessaging Server情報について簡単に説明しま
す。詳細は、RFC 2788 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2788.html)およびRFC 2789
(http://www.faqs.org/rfcs/rfc2788.html)で個々のMIBテーブルを参照してください。
RFC/MIBの用語では、メッセージングサービス (MTA、HTTPなど)がアプリケーション
(appl)、Messaging Serverネットワーク接続がアソシエーション ( assoc)、およびMTA
チャネルがMTAグループ (mtaGroups)と呼ばれていることに注意してください。

Messaging Serverの複数のインスタンスを同時に監視できるプラットフォームでは、
applTableに複数のMTAとサーバーのセット、またほかのテーブルに複数のMTAが存在
する場合があります。

注 –MIBでレポートされる累積値 (配信済みメッセージの合計数や IMAP接続の合計数な
ど)は、再起動後にゼロにリセットされます。

各サイトには、監視に関してそれぞれ異なるしきい値と重要な値があります。うまく機
能している SNMPクライアントでは、傾向の分析を行い、過去の傾向から急にそれた場
合に警告を送信することができます。

Messaging Serverの SNMPの情報
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applTable
applTableには、サーバー情報があります。これは 1次元のテーブルであり、MTAの行
が1つと、WebMail HTTP、IMAP、POP、SMTP、および SMTP送信サーバーが有効の場
合は、これらに対応する行がそれぞれ 1つずつ含まれています。このテーブルには、
バージョン情報、作動時間、現在の動作のステータス (up、down、congested)、現在の接
続数、接続の累積合計数、およびその他の関連するデータがあります。

以下に、applTable (mib-2.27.1.1)のデータ例を示します。

applTable:

applName.1 = mailsrv-1 MTA on mailsrv-1.west.sesta.com (1)
applVersion.1 = 5.1

applUptime.1 = 7322 (2)
applOperStatus.1 = up (3)
applLastChange.1 = 7422 (2)
applInboundAssociations.1 = (5)
applOutboundAssociations.1 = (2)
applAccumulatedInboundAssociations.1 = 873

applAccumulatedOutboundAssociations.1 = 234

applLastInboundActivity.1 = 1054822 (2)
applLastOutboundActivity.1 = 1054222 (2)
applRejectedInboundAssociations.1 = 0 (4)
applFailedOutboundAssociations.1 = 17

applDescription.1 = Sun Java System Messaging Server 6.1

applName.2 1 = mailsrv-1 HTTP WebMail svr. mailsrv-1.sesta.com (1)
...

applName.3 = mailsrv-1 IMAP server on mailsrv-1.west.sesta.com

...

applName.4 = mailsrv-1 POP server on mailsrv-1.west.sesta.com

...

applName.5 = mailsrv-1 SMTP server on mailsrv-1.west.sesta.com

...

applName.6 = mailsrv-1 SMTP Submit server on mailsrv-1.west.sesta.com

...

注:

1. アプリケーション (.appl*)の .1、.2などのサフィックスは行番号 (applIndex)です。
applIndexの値は、MTAに対しては値 1、HTTPサーバーに対しては値 2というように
決められています。したがって、上の例では、テーブルの最初の行はMTAのデータ
を、2番目のサフィックスがある行はHTTPサーバーのデータを提供しています。
等号に続く名前は、監視されているMessaging Serverインスタンスの名前です。上の例
の場合、インスタンス名は「mailsrv-1」です。

2. これらは SNMP TimeStamp値で、イベント発生時の sysUpTimeの値です。一方
sysUpTimeは、SNMPマスターエージェントが起動してから経過した時間で、100分の
1秒を単位とする値です。

Messaging Serverの SNMPの情報
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3. HTTP、IMAP、POP、SMTP、および SMTP送信サーバーの動作ステータスは、それ
ぞれのサーバーに設定されたTCPポートを通じて実際にこれらのサーバーに接続し、
適切なプロトコル (たとえば、HTTPではHEAD要求と応答、SMTPでは HELOコマン
ドと応答など)で簡単な処理を行うことにより決定されます。この接続試行に
よって、各サーバーのステータス (up (1)、down (2)、または congested (4))が決定され
ます。

これらの試みは、サーバーに対する通常の受信接続として認識され、各サーバーの
applAccumulatedInboundAssociationsMIB変数に影響を与えます。
MTAの場合、動作ステータスはジョブコントローラのステータスとなります。MTA
が稼働中として表示された場合は、ジョブコントローラが起動していることになりま
す。また、MTAが非稼働中として表示された場合は、ジョブコントローラが停止して
いることになります。このMTAの動作ステータスは、MTAのサービスディス
パッチャーのステータスには左右されません。MTAの動作ステータスは、upまたは
downの値だけをとります。ジョブコントローラに「congested (混雑)」という概念が
あるとはいえ、MTAのステータスにこの状態が表示されることはありません。

4. HTTP、IMAP、および POPサーバーの場合、applRejectedInboundAssociationsMIB
変数は、拒否された受信接続の数ではなく、失敗したログイン試行の回数を示しま
す。

applTableの使用法
各サーバーを監視する上で重要なことは、リストされているアプリケーションのそれぞ
れについてサーバーステータス (applOperStatus)を監視するということです。

applLastInboundActivityに示されている最後の受信アクティビティーから長い時間が経
過している場合は、何かの不具合が発生して接続が切断されている可能性があります。
applOperStatus=2 (down)の場合は、監視中のサービスが稼動していません。
applOperStatus=1 (up)の場合は、ほかに問題があることが考えられます。

assocTable
このテーブルには、MTAに対するネットワーク接続情報が表示されます。これは 2次元
のテーブルで、アクティブな各ネットワーク接続に関する情報があります。ほかのサー
バーに関する接続情報は提供されません。

以下に、applTable (mib-2.27.2.1)のデータ例を示します。

assocTable:

assocRemoteApplication.1.1 = 129.146.198.167 (1)
assocApplicationProtocol.1.1 = applTCPProtoID.25 (2)
assocApplicationType.1.1 = peerinitiator(3) (3)
assocDuration.1.1 = 400 (4)

...
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注:

.x.yという形式のサフィックス (1.1)では、xはアプリケーションインデックス
(applIndex)であり、applTableのどのアプリケーションがレポートされているかを示しま
す。この場合はMTAです。yの部分には、レポートされているアプリケーションの各接
続が列挙されます。

1. リモート SMTPクライアントのソース IPアドレスです。
2. ネットワーク接続で使用されているプロトコルを示すOIDです。aplTCPProtoIDは

TCPプロトコルを意味します。.nは使用中のTCPポートを表すサフィックスで、.25

はTCPポート 25で使用されているプロトコルである SMTPを示しています。
3. リモート SMTPクライアントがユーザーエージェント (UA)であるか、またはその他
のMTAであるかを知ることはできません。このため、サブエージェントは常に
peer-initiatorをレポートし、ua-initiatorをレポートすることはありません。

4. これは SNMP TimeIntervalで、その単位は 100分の 1秒です。上の例では、接続を開
始してから 4秒が経過しています。

assocTableの使用法
このテーブルは、アクティブな問題を診断するために使用されます。たとえば、急に
200,000個の受信接続が発生した場合など、このテーブルで接続元を確認することができ
ます。

mtaTable
これは 1次元のテーブルで、applTableの各MTAに対してそれぞれ 1つの行があります。
各行には、mtaGroupTableで選択された変数に対し、そのMTA内のすべてのチャネル (グ
ループと呼ばれる)における合計が示されます。

以下に、applTable (mib-2.28.1.1)のデータ例を示します。

mtaTable:

mtaReceivedMessages.1 = 172778

mtaStoredMessages.1 = 19

mtaTransmittedMessages.1 = 172815

mtaReceivedVolume.1 = 3817744

mtaStoredVolume.1 = 34

mtaTransmittedVolume.1 = 3791155

mtaReceivedRecipients.1 = 190055

mtaStoredRecipients.1 = 21

mtaTransmittedRecipients.1 = 3791134

mtaSuccessfulConvertedMessages.1 = 0 (1)
mtaFailedConvertedMessages.1 = 0

mtaLoopsDetected.1 = 0 (2)
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注:

.xというサフィックス (.1)は、applTableにおけるアプリケーションの行番号を示しま
す。上の例の .1は、このデータが applTable内にある最初のアプリケーションのもので
あることを意味しています。つまり、このデータはMTAに関するものです。

1. 変換チャネルは、ゼロ以外の値しかとりません。
2. 現在MTAのメッセージキューに保管されている .HELDメッセージファイルの数をカウ
ントします。

mtaTableの使用法
mtaLoopsDetectedがゼロでない場合は、メールのループ問題があります。問題を解決する
ために、MTAキューの.HELDファイルを見つけ、診断します。

システムが変換チャネルを使ってウィルススキャンを行い、ウィルスに感染した
メッセージを拒否した場合は、mtaSuccessfulConvertedMessagesによって、感染した
メッセージの数と、その他の変換失敗の数がレポートされます。

mtaGroupTable
この 2次元のテーブルには、applTable内の各MTAに対するチャネル情報があります。こ
の情報には、保存された (キュー内にある)メッセージ数や、配信されたメールメッセー
ジ数などのデータが含まれています。各チャネルに対して保存されたメッセージの数
(mtaGroupStoredMessages)を監視することは、とても重要です。この値が通常の範囲を超
えて大きくなった場合は、メールがキュー内にたまっています。

以下に、mtaGroupTable (mib-2.28.2.1)のデータ例を示します。

mtaGroupTable:

mtaGroupName.1.1 = tcp_intranet 1
...

mtaGroupName.1.2 = ims-ms

...

mtaGroupName.1.3 = tcp_local

mtaGroupDescription.1.3 = mailsrv-1 MTA tcp_local channel

mtaGroupReceivedMessages.1.3 = 12154

mtaGroupRejectedMessages.1.3 = 0

mtaGroupStoredMessages.1.3 = 2

mtaGroupTransmittedMessages.1.3 = 12148

mtaGroupReceivedVolume.1.3 = 622135

mtaGroupStoredVolume.1.3 = 7

mtaGroupTransmittedVolume.1.3 = 619853

mtaGroupReceivedRecipients.1.3 = 33087

mtaGroupStoredRecipients.1.3 = 2

mtaGroupTransmittedRecipients.1.3 = 32817
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mtaGroupOldestMessageStored.1.3 = 1103

mtaGroupInboundAssociations.1.3 = 5

mtaGroupOutboundAssociations.1.3 = 2

mtaGroupAccumulatedInboundAssociations.1.3 = 150262

mtaGroupAccumulatedOutboundAssociations.1.3 = 10970

mtaGroupLastInboundActivity.1.3 = 1054822

mtaGroupLastOutboundActivity.1.3 = 1054222

mtaGroupRejectedInboundAssociations.1.3 = 0

mtaGroupFailedOutboundAssociations.1.3 = 0

mtaGroupInboundRejectionReason.1.3 =

mtaGroupOutboundConnectFailureReason.1.3 =

mtaGroupScheduledRetry.1.3 = 0

mtaGroupMailProtocol.1.3 = applTCPProtoID.25

mtaGroupSuccessfulConvertedMessages.1.3 = 03 2
mtaGroupFailedConvertedMessages.1.3 = 0

mtaGroupCreationTime.1.3 = 0

mtaGroupHierarchy.1.3 = 0

mtaGroupOldestMessageId.1.3 = <01IFBV8AT8HYB4T6UA@red.iplanet.com>

mtaGroupLoopsDetected.1.3 = 0 3
mtaGroupLastOutboundAssociationAttempt.1.3 = 1054222

注:

.x.yという形式のサフィックス (例: 1.1、1.2、1.3)では、xはアプリケーションイン
デックス (applIndex)であり、applTableのどのアプリケーションがレポートされている
かを示します。この場合はMTAです。yには、MTAの各チャネルが列挙されます。この
列挙型のインデックス (mtaGroupIndex)は、mtaGroupAssociationTableテーブルと
mtaGroupErrorTableテーブルでも使われています。

1. レポートされているチャネルの名前です。この場合は tcp_intranetチャネルです。

2. 変換チャネルは、ゼロ以外の値しかとりません。

3. 現在チャネルのメッセージキューに保管されている .HELDメッセージファイルの数を
カウントします。

mtaGroupTableの使用法
*Rejected*と *Failed*の傾向分析を行うと、チャネルの潜在的な問題を発見できる場合が
あります。

mtaGroupStoredVolumeとmtaGroupStoredMessagesの比が突然変化した場合は、キュー付
近に大きなジャンクメールがある可能性があります。

mtaGroupStoredMessagesが急激に変化した合は、不特定多数宛のメールが送信されている
か、何らかの理由で配信に失敗している可能性があります。
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mtaGroupOldestMessageStoredの値が、配信不能メッセージの通知時間 (noticesチャネル
キーワード)に使用されている値よりも大きい場合、これはバウンスでも処理できない
メッセージを示している可能性があります。バウンスは毎日夜間に行われるため、テス
トにはmtaGroupOldestMessageStored > (最大時間 + 24時間)を使用してください。

mtaGroupLoopsDetectedがゼロよりも大きい場合は、メールループが検出されています。

mtaGroupAssociationTable
これは 3次元のテーブルで、各エントリは assocTableへのインデックスを表していま
す。applTable内の各MTAに対し、それぞれ 2次元のサブテーブルがあります。applTable

内の各MTAに対し、それぞれ 2次元のサブテーブルがあります。この 2次元のサブテー
ブルには、対応するMTAの各チャネルに対して 1つの行があります。また、各チャネル
に対し、そのチャネルが現在使用しているアクティブなネットワーク接続ごとにエント
リが 1つずつあります。エントリの値は assocTableへのインデックスです。エントリの
値と、参照されているMTAの applIndexインデックスによってインデックスが付けられ
ています。この assocTable内のエントリは、そのチャネルが保持しているネットワーク
接続です。

簡単に言うと、mtaGroupAssociationTableテーブルは assocTableに示されているネット
ワーク接続を、mtaGroupTableの対応するチャネルに関連付けているものです。

以下に、mtaGroupAssociationTable (mib-2.28.3.1)のデータ例を示します。

mtaGroupAssociationTable:

mtaGroupAssociationIndex.1.3.1 = 1 1
mtaGroupAssociationIndex.1.3.2 = 2

mtaGroupAssociationIndex.1.3.3 = 3

mtaGroupAssociationIndex.1.3.4 = 4

mtaGroupAssociationIndex.1.3.5 = 5

mtaGroupAssociationIndex.1.3.6 = 6

mtaGroupAssociationIndex.1.3.7 = 7

注:

.x.y.zという形式のサフィックスでは、xはアプリケーションインデックス (applIndex)
であり、applTable内のどのアプリケーションがレポートされているかを示します。この
場合はMTAです。yは mtaGroupTable内のどのチャネルがレポートされているかを示しま
す。上の例で、3は tcp_localチャネルを表しています。zには、チャネルへ向かって開か
れたか、チャネルから開かれたアソシエーションが列挙されます。

1. この値は assocTableへのインデックスです。特に、xとこの値は、それぞれ
applIndexの値と、assocTableへの assocIndexインデックスになります。言い換える
と、applIndexを無視した場合、assocTableの最初の行は tcp_localチャネルによって
制御されているネットワーク接続を表していることになります。
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mtaGroupErrorTable
これも 3次元のテーブルで、メッセージの配信中に各MTAの各チャネルで発生した一時
的および永久的なエラーの数を示します。インデックス値が 4000000のエントリは一時的
なエラー、5000000のエントリは永久的なエラーです。一時的なエラーの場合は、
メッセージが再度キューに入れられ、あとで再び配信が試みられます。永久的なエラー
の場合は、メッセージが拒否されるか、配信不能として戻されます。

以下に、mtaGroupErrorTable (mib-2.28.5.1)のデータ例を示します。

mtaGroupErrorTable:

mtaGroupInboundErrorCount.1.1.4000000 1 = 0

mtaGroupInboundErrorCount.1.1.5000000 = 0

mtaGroupInternalErrorCount.1.1.4000000 = 0

mtaGroupInternalErrorCount.1.1.5000000 = 0

mtaGroupOutboundErrorCount.1.1.4000000 = 0

mtaGroupOutboundErrorCount.1.1.5000000 = 0

mtaGroupInboundErrorCount.1.2.4000000 1 = 0

...

mtaGroupInboundErrorCount.1.3.4000000 1 = 0

...

注:

1. .x.y.zという形式のサフィックスでは、xはアプリケーションインデックス
(applIndex)であり、applTable内のどのアプリケーションがレポートされているかを
示します。この場合はMTAです。yは mtaGroupTable内のどのチャネルがレポートさ
れているかを示します。上の例では、1により tcp_intranetチャネルが、2により
ims-msチャネルが、3により tcp_localチャネルが指定されています。zは 4000000また
は 5000000の値をとり、そのチャネルのメッセージ配信中に発生した一時的または永
久的なエラーの数を示します。

mtaGroupErrorTableの使用法
エラー数が急激に増加した場合は、異常な配信問題があると考えられます。たとえば、
tcp_ channelの値が急激に増加した場合は、DNSまたはネットワークの問題が考えられま
す。ims_msチャネルの値が急激に増加した場合は、メッセージストアへの配信の問題が
考えられます。たとえば、パーティションに空き容量がない、または storedに問題があ
るなどです。

Messaging Serverの SNMPの情報

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月832



Messaging Serverの Event Notification Service
を管理する

この付録では、Event Notification Service Publisher (ENS Publisher)を有効にし、Messaging
Serverの Event Notification Service (ENS)を管理するために必要な事柄について説明しま
す。

この付録には、次の節があります。

� 833ページの「Messaging Serverに ENS Publisherをロードする」
� 834ページの「Event Notification Serviceのサンプルプログラムを実行する」
� 835ページの「Event Notification Serviceを管理する」

ENSおよび ENSAPIの詳細は、『Sun Java SystemCommunications Services 6 2005Q4 Event
Notification Service Guide』を参照してください。

Messaging Serverに ENSPublisherをロードする
Event Notification Service (ENS)は、基礎となる発行および購読サービスです。ENSは、Sun
Java Systemアプリケーションが関係する特定のタイプのイベントの収集の中心点として
使用するディスパッチャとして機能します。イベントは、リソースの 1つまたは複数の
プロパティーの値に変更されます。このようなタイプのイベントが発生する時期を知る
必要があるアプリケーションを ENSに登録します。ENSは、イベントを順番に識別し、
通知と購読を照合します。

ENSと iBiff (Messaging Serverの ENS Publisher)は、Messaging Serverに含まれています。デ
フォルトでは、ENSは有効になっていますが、iBIFFはロードされていません。833ペー
ジの「Messaging Serverに ENS Publisherをロードする」を参照してください。

Messaging Serverで通知を購読するには、Messaging Serverホストに libibiffファイルを
ロードしてからMessaging Serverを停止し、再起動します。
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� Messaging Serverに ENSPublisherをロードするに
は
コマンド行から次の手順を実行します。この手順では、Messaging Serverのインストール
ディレクトリの場所はmsg_svr_baseで、Messaging Serverユーザーは inetuserです。これら
の変数の一般的な値は、前者は /opt/SUNWmsgsr、後者は inetuserです。

inetuserとして、configutilユーティリティーを実行して libibiffファイルをロードし
ます。

cd msg_svr_base
./configutil -o "local.store.notifyplugin" -v "msg_svr_base/lib/libibiff"

rootとしてMessaging Serverをいったん停止してから再起動します。

cd msg_svr_base /sbin

./stop-msg

./start-msg

これで、ENSによって通知を受け取る準備ができました。詳細は、834ページの「Event
Notification Serviceのサンプルプログラムを実行する」を参照してください。

EventNotification Serviceのサンプルプログラムを実行す
る

Messaging Serverには、通知の受信方法を学習するためのサンプルプログラムが含まれて
います。これらのサンプルプログラムは、msg_svr_base/examplesディレクトリにありま
す。

� ENSのサンプルプログラムを実行するには
msg_svr_base/examplesディレクトリに変更します。

Cコンパイラを使用して、Makefile.sampleファイルを使用する apubおよび asubの例をコ
ンパイルします。msg_svr_base/examplesディレクトリを含むように、ライブラリ検索パ
スを設定します。

プログラムをコンパイルしたら、それらを次のように別々のウィンドウで実行すること
ができます。

apub localhost 7997

asub localhost 7997

1

2

3

1

2

3

Event Notification Serviceのサンプルプログラムを実行する

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月834



apubウィンドウで入力するものはすべて、asubウィンドウに表示されます。また、デ
フォルト設定を使用している場合は、すべての iBiff通知が asubウィンドウに表示されま
す。

iBiffが発行した通知を受け取るには、asub.cと同様のプログラムを記述します。

サンプルプログラムの詳細と ENSのプログラムを独自に記述する方法については、『Sun
Java SystemCommunications Services 6 2005Q4 Event Notification Service Guide』を参照してく
ださい。

注 –msg_svr_base/libディレクトリを含むようにライブラリ検索パスを設定すると、その
後はディレクトリサーバーを停止して再起動することはできなくなります。これを回避
するには、ライブラリ検索パスからエントリを削除します。

EventNotification Serviceを管理する
ENSの管理は、サービスの起動と停止、および ENSの iBiff publisherの動作を制御するた
めの設定パラメータの変更によって行います。

ENSを起動および停止する
ENSサーバーを起動および停止するには、start-msg ensおよび stop-message ensコマン
ドを使用します。これらのコマンドは、rootとして実行する必要があります。

� ENSを起動するには、次のコマンドを実行します。
msg_svr_base /sbin/start-msg ens

� ENSを停止するには、次のコマンドを実行します。
msg_svr_base /sbin/stop-msg ens

� ENSを起動および停止するには

ENSを起動するには、次のコマンドを実行します。

msg_svr_base /sbin/start-msg ens

� ENSを停止するには、次のコマンドを実行します。
msg_svr_base /sbin/stop-msg ens

EventNotification Service設定パラメータ
iBiffの動作は、いくつかの設定パラメータによって制御されます。これらのパラメータ
を設定するには、configutilユーティリティープログラムを使用します。

4

◗

Event Notification Serviceを管理する
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表 B–1 iBiff設定パラメータ

パラメータ 説明

local.store.notifyplugin.maxHeaderSize 通知とともに送信されるヘッダーの最大サイズをバイト
単位で指定します。デフォルトは 0バイトです。

local.store.notifyplugin.maxBodySize 通知とともに送信される本文の最大サイズをバイト単位
で指定します。デフォルトは 0バイトです。

local.store.notifyplugin.eventType .enable 指定のイベントタイプが通知を生成するかどうかを指定
します。正当な値は 1 (有効にする)および 0 (無効にす
る)。デフォルト値は 1です。つまり、
local.store.notifyplugin.ReadMsg.enableを 0に設定する
と、ReadMsg通知が無効になります。

local.store.notifyplugin.ensHost ENSサーバーのホスト名を指定します。デフォルトは
127.0.0.1です。

local.store.notifyplugin.ensPort ENSサーバーのTCPポートを指定します。デフォルトは
7997です。

local.store.notifyplugin.ensEventKey ENS通知用に使用するイベントキーを指定します。デ
フォルトは enp://127.0.0.1/store。イベントキーのホス
ト名部分は、ENSホストの判別には使用されません。こ
れは単に、ENSが使用する一意の識別子です。

このキーは、このキーに一致するイベントの通知を受け
るために、加入者が登録するものです。

Event Notification Serviceを管理する
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コンソールインタフェースを使用して
メールユーザーとメーリングリストを管
理する (推奨しない)

この付録は参考用としてのみ使用してください。この付録では説明されていますが、
ユーザーとメーリングリストの作成および管理にはコンソールインタフェースを使用し
ないでください。ユーザー管理ユーティリティーなど、ほかの推奨されたプロビジョニ
ングツールを使用してください。

注意 –コンソールインタフェースを使用してユーザーやグループを作成すると、さまざま
な問題が発生します。DelegatedAdministratorなど、ほかの推奨されたプロビジョニング
ツールを使用してください。詳細については、『Sun Java SystemCommunications
Services 6 2005Q4DelegatedAdministrator管理ガイド』を参照してください。

この付録は参考用としてのみ使用してください。コンソールインタフェースを使って
ユーザーのメールアカウントとメーリングリストを作成および管理することはお勧めし
ません。

メールユーザーを管理する

メールユーザーにアクセスするには
この項では、ユーザー用のメール管理インタフェースを開く方法について説明します。
Messaging Serverのメールアカウントは、ユーザーエントリの属性として企業の中央
LDAPユーザーディレクトリに保存されています。そのため、メールアカウントを管理す
るには、そのディレクトリ内のユーザーエントリを変更する必要があります。

新規ユーザーを作成するには
新規メールアカウントを作成するには、ディレクトリ内で新規ユーザーを作成します。
新規ユーザー用のメールアカウントをインストールする必要もあります。メールアカウ
ントをインストールしないと、ユーザーはコンソールのメール管理部分が使用できませ
ん。
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新規メールユーザーを作成するには、次の手順に従います。

� 新規ユーザーを作成するには

コンソールのメインウィンドウで「ユーザーおよびグループ」タブをクリックします。

ドロップダウンリストから「新規ユーザー」を選択し、「作成」をクリックします。

ユーザーが属する組織単位を選択し、「了解」をクリックします。「ユーザーの作成」
ウィンドウが開きます。

『SunONE Server Console 5.2 ServerManagement Guide』の「User and Group Administration」
の章の説明に従って、ユーザーについての情報を入力します。

「ユーザーの作成」ウィンドウを開いたままの状態で、「アカウント」タブをクリック
します。このユーザーアカウントに対して使用できるインストール済み製品が右側のペ
インに一覧表示されます。

「メールアカウント」の「インストール」ボックスをクリックします。「ユーザーの作
成」ウィンドウに「メール」タブが表示されます。

「ユーザーの作成」ウィンドウの「メール」タブをクリックしてから、右側のペインに
ある任意のタブをクリックします。

必要に応じて内容を変更し、「ユーザーの作成」ウィンドの下部にある「了解」をク
リックします。

注 –関連するタブで必要な作業をすべて完了したことを確認してから「了解」をクリック
してください。

既存のユーザーにアクセスするには
既存のメールアカウントを変更する場合や、既存のユーザーにメール機能を与える場合
は、ユーザーディレクトリ内でそのユーザーにアクセスし、メールアカウントの属性を
追加または変更します。

既存のユーザーのメール情報にアクセスするには、次の手順に従います。

� 既存のユーザーにアクセスするには

コンソールのメインウィンドウで「ユーザーおよびグループ」タブをクリックします。

「ユーザーおよびグループ」のメインウィンドウで「検索」または「高度な検索」をク
リックします。
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「検索」ウィンドウに検索条件 (ユーザーの姓など)を入力し、ユーザーディレクトリを
検索します。

「ユーザーおよびグループ」のメインウィンドウに戻り、検索結果の中から任意のユー
ザーを選択して「編集」をクリックします。

「エントリの編集」ウィンドウに「メール」タブが表示されない場合は、以下の操作を
実行します。

a. 「アカウント」タブをクリックします。インストールされているアカウントが右側の
ペインに一覧表示されます。

b. 「メールアカウント」チェックボックスをオンにします。「エントリの編集」ウィン
ドウに「メール」タブが表示されます。

「エントリの編集」ウィンドウの「メール」タブをクリックしてから、右側のペインで
任意のタブをクリックします。

必要に応じて内容を変更し、「エントリの編集」ウィンドウの下部にある「了解」をク
リックします。

ユーザーの電子メールアドレスを指定するには
メールがユーザーに正しく配信されるようにするには、まずユーザーのメールアドレス
情報を指定する必要があります。アドレス情報は、Messaging Serverのホスト名、ユー
ザーのプライマリアドレス、および代替アドレスから構成されています。ホスト名とプ
ライマリアドレスは必ず指定する必要がありますが、代替アドレスは指定しなくてもか
まいません。

ユーザーのメールアドレス情報を指定するには、次の手順に従います。

� ユーザーの電子メールアドレスを指定するには

コンソールから「ユーザーの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、837ページの「メールユーザーにアクセスするには」
を参照してください。

「メール」タブをクリックします。

「設定」タブがアクティブになっていない場合は、クリックしてアクティブにします。

(必須)Messaging Serverのホスト名を入力します。
これは、ユーザーのメールを処理するMessaging Serverをホストするマシンです。
Messaging Serverがそのマシンで認識できる完全指定ドメイン名 (FQDN)を入力してくだ
さい。
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(必須)ユーザーのプライマリ電子メールアドレスを入力します。

プライマリアドレスは、ユーザーのアドレスとして公開される電子メールアドレスで
す。ユーザーが使用できるプライマリアドレスは 1つだけです。RFC 821仕様に準拠する
有効な形式の SMTPアドレスを使用してください。

送信メールのヘッダー部分に表示されるユーザーアドレスにホスト名を表示しない場合
は、プライマリ電子メールアドレスのフィールドにホスト名を入力しないでください。
代わりに、以下に示される手順に従って、ホスト名を含む代替アドレスを指定します。

(省略可)「代替アドレス」リストにアドレスを入力します。

代替アドレスとは、本質的にはユーザーのプライマリアドレスのエイリアスに相当しま
す。代替アドレスは、以下の目的に利用できます。

� スペルを間違えやすいアドレスにメールが正しく配信されるようにする (たとえば、
プライマリアドレスが「Smythe」の場合に、代替アドレスとして「Smith」と指定す
る)。

� 送信メールのヘッダーにホスト名を表示しないようにする。ホスト名を非表示にする
には、ユーザーのプライマリ電子メールアドレスにはホスト名を含めず、代替アドレ
スにホスト名を含めます。たとえば、プライマリ電子メールアドレス
を「jsmith@siroe.com」と指定し、代替アドレスを「jsmith@sesta.com」と指定しま
す。こうすると、ユーザーが送信したメールのヘッダーには jsmith@siroe.comと表示
されますが、このアドレス宛のメール (返信を含む)はすべて jsmith@sesta.comに配信
されます (ただし、sesta.comが有効なホスト名である場合のみ)。

重複しないかぎり、各ユーザーに割り当てることができる代替アドレスの数に上限は
ありません。代替アドレス宛に送信されたメッセージはすべてプライマリアドレスに
配信されます。

代替アドレスを追加するには、次の手順に従います。

a. 「代替アドレス」フィールドの下にある「追加」ボタンをクリックします。

b. 「代替アドレス」ウィンドウで代替アドレスを入力します。アドレス数に上限はあり
ませんが、一度に複数のアドレスを追加することはできません。

c. 「了解」をクリックして代替アドレスを追加し、「代替アドレス」ウィンドウを閉じ
ます。(別のアドレスを入力する場合は、もう一度「追加」をクリックして「代替アド
レス」ウィンドウを開く。)

ユーザーのメール情報の変更が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。
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配信オプションを設定するには
Messaging Serverには 3種類の主要なメール配信オプションがあり、各ユーザーに対して
任意の組み合わせのオプションを有効にして構成することができます。配信オプション
には、標準 POP/IMAP配信、プログラム配信、およびUNIX配信 (UNIXMessaging Server
ホストのクライアント用)があります。

iPlanet DelegatedAdministrator forMessagingを使用している場合も、エンドユーザー向け
のHTMLインタフェースが提供されているので、エンドユーザー自身がこれらのオプ
ションを有効にしたり構成したりできるようになっています。コンソールインタフェー
スと iPlant DelegatedAdministratorインタフェースは同じディレクトリ属性を操作するた
め、どちらか一方のインタフェースを開くと、オプションを設定したのが管理者である
かユーザーであるかにかかわらず、最新の設定が表示されます。

注 –DelegatedAdministrator forMessagingでは、Sun Java System LDAPスキーマ v.1のみがサ
ポートされ、v.2はサポートされません。

ユーザーの配信オプションを設定するには、次の手順に従います。

� 配信オプションを設定するには

コンソールから「ユーザーの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、837ページの「メールユーザーにアクセスするには」
を参照してください。

「メール」タブをクリックします。

「配信」タブをクリックします。

このユーザーについて有効にする 1つまたは複数の配信方法を選択します。

� POP/IMAP配信を指定する場合は、841ページの「POP/IMAP配信を指定するには」
を参照。

� プログラム配信を指定する場合は、842ページの「プログラム配信を指定するには」
を参照。

� UNIX配信を指定する場合は、843ページの「UNIX配信を指定するには」を参照。

ユーザーのメール情報の変更が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。

POP/IMAP配信を指定するには
このオプションを選択すると、ユーザーの標準 POP3または IMAP4メールボックスへの
配信が可能になります。POP/IMAP配信を有効にするには、次の手順に従います。

1

2

3

4

5

メールユーザーを管理する

付録 C • コンソールインタフェースを使用してメールユーザーとメーリングリストを管理する
(推奨しない)

841



� POP/IMAP配信を有効にするには

「配信」タブをクリックします。

「POP/IMAP」チェックボックスをオンにし、「プロパティー」ボタンをクリックし
て「POP/IMAP配信」ウィンドウを開きます。

(省略可)メッセージの配信先および保存先であるメッセージストアパーティションの
ニックネーム (パス名または絶対物理パス以外)を入力します。このフィールドに何も入
力しないと、現在のプライマリパーティションが使用されます。詳細については、
第 18章を参照してください。

(省略可)ユーザーに割り当てる保存領域の上限 (ディスク制限容量)を入力します。制限容
量は、指定されたデフォルト値 (KバイトまたはMバイト)にすることができます (576ペー
ジの「メッセージストアの制限容量を設定する」を参照)。

(省略可)ユーザーの保存可能なメッセージ数の上限を入力します。制限は、指定されたデ
フォルト値 (数)にすることができます (576ページの「メッセージストアの制限容量を設
定する」を参照)。

プログラム配信を指定するには
このオプションを指定すると、メールがユーザーに配信される前に外部アプリケー
ションに転送されて処理されるようになります。

注 –この項では、ユーザーがプログラム配信オプションを選択できるようにする方法につ
いて説明します。ただし、ユーザーがこのオプションを使用できるようにする前に、ま
ずいくつかの管理タスクを実行して、プログラム配信用のモジュール全体を有効にする
必要があります。

� プログラム配信を有効にするには

「配信」タブをクリックします。

「プログラム配信」チェックボックスをオンにし、「プロパティー」ボタンをクリック
して「プログラム配信」ウィンドウを開きます。

ユーザーのメールを処理するための外部アプリケーションコマンドを入力します。

「了解」をクリックします。
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UNIX配信を指定するには
このオプションを指定すると、ユーザーのメール配信方法がUNIX配信に設定されま
す。つまり、UNIX配信機能により、メッセージがユーザー指定のUNIXメールボックス
に配信されるようになります。このオプションは、ユーザーのMessaging ServerがUNIX
ホストマシン上で稼動している場合にのみ選択できます。

UNIX配信を有効にするには、次の手順に従います。

� UNIX配信を指定するには

「配信」タブをクリックします。

「UNIX配信」チェックボックスをオンにします。

注 –Messaging ServerユーザーがUNIX配信を使用できるようにするには、通常のUNIX
メール管理タスクを実行する必要があります。

転送先アドレスを指定するには
Messaging Serverのメール転送機能を使用すると、ユーザーのプライマリアドレスともう
1つのアドレスの両方に、またはもう 1つのアドレスにのみメールを転送することができ
ます。

また、DelegatedAdministrator forMessagingにはエンドユーザー向けのHTMLインタ
フェースがあり、ユーザー自身が転送先アドレスを指定できるようになっています。コ
ンソールインタフェースとDelegatedAdministratorのインタフェースは同じディレクトリ
属性を操作するため、どちらか一方のインタフェースを開くと、オプションを設定した
のが管理者であるかユーザーであるかにかかわらず、最新の設定が表示されます。

注 –DelegatedAdministrator forMessagingでは、Sun Java System LDAPスキーマ v.1のみがサ
ポートされ、v.2はサポートされません。

� 転送先アドレス情報を指定するには

コンソールから「ユーザーの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、837ページの「メールユーザーにアクセスするには」
を参照してください。

「メール」タブをクリックします。
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「転送」タブをクリックします。

ユーザーの転送先アドレスがすでに指定されている場合は、「転送先アドレス」フィー
ルドに情報が表示されます。

転送先アドレスを追加する場合は、「追加」をクリックします。

「転送先アドレス」ウィンドウで転送先アドレスを入力します。

「了解」をクリックして「メールの転送」タブの「転送先アドレス」フィールドにアド
レスを追加し、「転送先アドレス」ウィンドウを閉じます。

ユーザーのメール情報の変更が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。

注 –同一のMessaging Server上にあり、かつほかの配信方法が設定されていないユーザー
アカウント間では、互いのアドレスを転送先アドレスに指定しないように注意してくだ
さい。その場合、配信に支障をきたすことがあります。

自動返信設定を構成するには
Messaging Serverの自動返信機能を使用すると、着信メールに対して自動的に応答するよ
うに設定できます。自動返信には、Vacationモード、自動返信モードの 2種類を指定でき
ます。

また、DelegatedAdministrator forMessagingにもエンドユーザー向けのHTMLインタ
フェースがあり、エンドユーザー自身が自動返信設定を有効にしたり構成したりできる
ようになっています。コンソールインタフェースとDelegatedAdministratorのインタ
フェースは同じディレクトリ属性を操作するため、どちらか一方のインタフェースを開
くと、オプションを設定したのが管理者であるかユーザーであるかにかかわらず、最新
の設定が表示されます。

注 –DelegatedAdministrator forMessagingでは、Sun Java System LDAPスキーマ v.1のみがサ
ポートされ、v.2はサポートされません。

� 自動返信サービスを有効にするには

コンソールから「ユーザーの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、837ページの「メールユーザーにアクセスするには」
を参照してください。

「メール」タブをクリックします。
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「自動返信」タブをクリックします。

次のいずれかの自動返信モードを選択します。

「オフ」:このユーザーの自動返信機能を無効にします。

「Vacation」:各差出人から送られた最初のメッセージに対してのみ自動応答が生成され
ます。同一の差出人から複数のメッセージが送られてきた場合は、自動返信の設定がタ
イムアウトになるまで 2通目以降のメッセージに対しては自動応答が生成されません。
タイムアウトになると、次のタイムアウトまでの期間に受信した同一差出人からの最初
のメッセージに対して、再び自動的に返信メッセージが送信されます。このモードを選
択した場合は、「Vacation開始日」および「Vacation終了日」オプションを設定し、「返
信テキスト」フィールドにメッセージを入力してください。

Vacationモードを選択した場合は、自動返信の開始日時と終了日時を設定する必要があり
ます。

� 「Vacation開始日/終了日」チェックボックスをオンにします。
� 「編集」ボタンをクリックし、表示されたカレンダで開始日時と終了日時を設定しま
す。

タイムアウトを日または時間単位で設定します。

Vacationモードを選択した場合は、自動返信の件名およびメッセージを入力する必要があ
ります。

内部の差出人と外部の差出人に対して、それぞれ異なるメッセージを設定することがで
きます。内部の差出人に対してのみ自動返信を設定すると、同じドメイン内の差出人だ
けにメッセージが送信されます。

また、メッセージテキスト領域の上にあるドロップダウンリストから使用可能な言語を
選択し、言語別のメッセージを作成することができます。

ユーザーのメール情報の変更が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。

認証済みサービスを設定するには
ユーザーがアクセスできるメールサービスを有効にするには、次の手順に従います。

� 認証済みサービスを設定するには

コンソールから「ユーザーの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、837ページの「メールユーザーにアクセスするには」
を参照してください。

「メール」タブをクリックします。
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「認可されているサービス」タブをクリックします。

「認可されているサービス」ウィンドウに、該当ドメインで使用できるサービスが表示
されます。

サービスを追加、編集、削除するには、「追加」、「編集」、「削除」ボタンをそれぞ
れクリックします。いずれかのボタンをクリックすると、「認証済みサービスの規則を
変更」ウィンドウが表示されます。

ドロップダウンリストから、規則を作成するサービス (IMAP、POP、SMTP、HTTP、または
すべて)を選択します。

「許可」または「拒否」を選択し、規則を適用するドメインを指定します。

「了解」をクリックして変更内容を反映させます。

メーリングリストを管理する

メーリングリストにアクセスするには
この項では、管理インタフェースからメーリングリストにアクセスする方法について説
明します。Messaging Serverのメーリングリストは、グループエントリの属性として
LDAPユーザーディレクトリに保存されているため、メーリングリストを管理するには、
ディレクトリグループにアクセスして修正する必要があります。

新規グループを作成するには
新規メーリングリストを作成するには、ディレクトリ内で新規グループを作成します。
新規グループ用のメールアカウントをインストールする必要もあります。メールアカウ
ントをインストールしないと、グループはコンソールのメール管理部分が使用できませ
ん。ディレクトリグループを作成したり、その他のグループ情報を指定したりする全プ
ロセスについては、『SunONE Server Console 5.2 ServerManagement Guide』の「User and
GroupAdministration」の章に詳しく説明されています。

新規メーリングリストを作成するには、次の手順に従います。

� 新規グループを作成するには

コンソールのメインウィンドウで「ユーザーおよびグループ」タブをクリックします。

ドロップダウンリストから「新規グループ」を選択し、「作成」をクリックします。

グループが属する組織単位を選択し、「了解」をクリックします。
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『SunONE Server Console 5.2 ServerManagement Guide』の「User and Group Administration」
の章を参照して、「グループの作成」ウィンドウで、グループエントリの作成に必要な
情報を入力します。

メーリングリストの作成だけを目的とする場合は、「ユーザーおよびグループのメン
バー」タブからメンバーを追加する必要はありません。「メールアカウント」の「電子
メール専用メンバー」タブを使用して追加できます。

� グループの正規メンバーには、メーリングリストに関する完全な権限だけでなく、グ
ループのメンバーに指定されているほかのすべての権限が与えられます。正規メン
バー (スタティックまたはダイナミック)を追加するには、「メンバー」タブを使用し
ます。

� メーリングリストメンバーには、グループの作成目的がメーリングリストの使用だけ
であるかどうかにかかわらず、グループのメーリングリストに関する権限しか与えら
れません。メーリングリストメンバーは「電子メール専用メンバー」と呼ばれ、
「メール」タブを使用して追加します。

「グループの作成」ウィンドウを開いたままの状態で、「アカウント」タブをクリック
します。

このグループアカウントに対して使用できるインストール済み製品が右側のペインに一
覧表示されます。

「メールアカウント」チェックボックスをオンにします。

「グループの作成」ウィンドウに「メール」タブが表示されます。

「グループの作成」ウィンドウの「メール」タブをクリックしてから、右側のペインに
あるタブをクリックします。

必要に応じて内容を変更し、「グループの作成」ウィンドウの下部にある「了解」をク
リックします。

エントリが作成され、「グループの作成」ウィンドウが閉じます。

注 –メール管理用の各ウィンドウの下部にある「了解」ボタンをクリックすると、メール
管理用の各タブを使って設定した情報がすべて有効になります。必要な作業をすべて完
了したことを確認してから「了解」をクリックしてください。

既存のグループにアクセスするには
既存のメーリングリストを変更する場合や、既存のグループにメーリングリスト機能を
与える場合は、ユーザーディレクトリ内でそのグループにアクセスし、メールアカウン
トの属性を追加または変更します。

� 既存のグループにアクセスするには

コンソールのメインウィンドウで「ユーザーおよびグループ」タブをクリックします。
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「ユーザーおよびグループ」のメインウィンドウで「検索」または「高度な検索」をク
リックします。

ウィンドウに検索条件 (グループ名など)を入力し、ユーザーディレクトリを検索しま
す。

「ユーザーおよびグループ」のメインウィンドウに戻り、検索結果の中から任意のグ
ループを選択して「編集」をクリックします。

「エントリの編集」ウィンドウに「メール」タブが表示されない場合は、以下の操作を
実行します。

� 「アカウント」タブをクリックします。インストールされているアカウントが右側の
ペインに一覧表示されます。

� 「メールアカウント」チェックボックスをオンにします。「エントリの編集」ウィン
ドウに「メール」タブが表示されます。

「エントリの編集」ウィンドウで「メール」タブをクリックしてから、右側のペインで
任意のタブをクリックします。

これらのタブは、「グループの作成」ウィンドウからアクセスできるタブと同一のもの
です。

必要に応じて内容を変更し、「エントリの編集」ウィンドウの下部にある「了解」をク
リックします。

メーリングリスト設定を指定するには
メールがメーリングリストに正しく配信されるようにするには、まずリストのメールア
ドレス情報を指定する必要があります。メールアドレス情報は、グループのプライマリ
アドレス、およびプライマリアドレスのエイリアスである代替アドレスから構成されま
す。さらに、メーリングリストの所有者、説明、メンバー、属性、制約、返信に関する
アクションなどを指定することもできます。

メーリングリスト情報を指定するには、次の手順に従います。

� メーリングリスト設定を指定するには

コンソールから「グループの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、846ページの「メーリングリストにアクセスするに
は」を参照してください。

「メール」タブをクリックします。

「設定」タブがアクティブになっていない場合は、クリックしてアクティブにします。
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(必須)メーリングリストのプライマリ電子メールアドレスを入力します。

プライマリアドレスは、このメーリングリストのアドレスとして公開されるアドレスで
す。各メーリングリストに複数のプライマリアドレスを設定することはできません。ま
た、プライマリアドレスにはRFC 821に準拠する有効な形式の SMTPアドレスを使用して
ください。

(省略可)メーリングリストの代替アドレスを指定します。

代替アドレスとは、グループのプライマリアドレスのエイリアスに相当します。代替ア
ドレスは、以下の目的に利用できます。

� スペルを間違えやすいアドレスにメールが正しく配信されるようにする。

� 送信メールのヘッダーにホスト名を表示しないようにする。ホスト名を非表示にする
には、グループのプライマリ電子メールアドレスにはホスト名を含めず、代替アドレ
スにホスト名を含めます。

重複しないかぎり、各グループに割り当てることができる代替アドレスの数に上限は
ありません。代替アドレス宛に送信されたメッセージはすべてプライマリアドレスに
配信されます。

代替電子メールアドレスを追加するには、次の手順に従います。

a. 「代替電子メールアドレス」フィールドの下にある「追加」ボタンをクリックしま
す。

b. 「代替電子メールアドレス」ウィンドウで代替アドレスを入力します。アドレス数に
上限はありませんが、一度に複数のアドレスを追加することはできません。

c. 「了解」をクリックして代替アドレスを追加し、「代替電子メールアドレス」ウィン
ドウを閉じます。(別のアドレスを入力する場合は、もう一度「追加」をクリックし
て「代替電子メールアドレス」ウィンドウを開く。)

(省略可)「Errors-to」フィールドに、メーリングリスト宛に送信されたメッセージが配信
不能の場合に、エラーメッセージの送信先となる電子メールアドレスを入力します。

(省略可)「Messaging Serverのホスト名」フィールドにメーリングリストをホストするマシ
ンのホスト名を入力します。

「プライマリ電子メールアドレス」フィールドにホスト名が含まれている場合は、この
フィールドは空白でもかまいません。プライマリ電子メールアドレスでホスト名を省略
した場合は、必ずここでホスト名を指定してください。

ユーザーのメールアカウントの場合とは異なり、メーリングリストのホスト名を指定し
ない場合は、そのリストの LDAPエントリにアクセスできるすべてのホストがリストを
処理できることになります (多くの場合は、故意にそのような設定が使われる)。特定ホ
ストのみがリストを処理できるように設定する場合は、ホスト名を指定する必要があり
ます。たとえば、大規模なリストを負荷の小さいサーバーで処理するように設定すれ
ば、ほかのサーバーの負荷を軽減できます。
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このウィンドウで一度に複数のホスト名を入力することはできません。複数のホスト名
を入力するには、ldapmodifyコマンド行ユーティリティーを使用してください。

(省略可)メーリングリストの所有者を入力します。
リスト所有者には、ユーザーの追加や削除、設定の変更、リストの削除などの管理権限
が与えられます。

メーリングリストの所有者を指定するには、「所有者」タブをクリックして、以下のい
ずれかの操作を実行します。

� 「追加」をクリックし、「リスト所有者のDNを入力」ウィンドウで新しい所有者の
識別名 (DN)を入力し (例: uid=jsmith, ou=people, o=siroe.com)、「了解」をクリック
します。

� 「検索」をクリックして、「ユーザーおよびグループを検索」ウィンドウを開き、所
有者を検索します。

注 :このウィンドウで所有者を選択すると、自動的に適切なDNの構文が表示されま
す。「ユーザーおよびグループを検索」ウィンドウの詳細については、『SunONE
Server Console 5.2 ServerManagement Guide』の「User andGroupAdministration」の章を
参照してください。

(省略可)説明を追加します。
Messaging Serverが使用するためではなく、説明としてテキストやURLを入力するには、
「説明」タブをクリックし、次のいずれかまたは両方を行います。

� メーリングリストの目的や特徴に関する説明を入力します。

� メーリングリストについての追加情報が記載されているHTMLページのURLを入力
します。この情報は参考用であり、Messaging Serverが使用するためのものではないこ
とに注意してください。

メーリングリスト情報の設定が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。

リストメンバーを指定するには
メーリングリストに電子メール専用メンバーを追加するには、次のいずれかまたは両方
を行います。

� メンバーを 1人ずつメーリングリストに追加します。
� グループのメンバーを決定するフィルタとして、ユーザーディレクトリに適用するダ
イナミック検索条件を定義します。

ここでは、コンソールの「ユーザーおよびグループ」インタフェース上で「電子メール
専用メンバー」と呼ばれるメーリングリストメンバーについて説明します。電子メール
専用メンバーには、グループのメーリングリストに関する権限のみが与えられます。正
規メンバーの追加は、インタフェースの別の場所で実行します。その手順については、
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『SunONE Server Console 5.2 ServerManagement Guide』の「User andGroupAdministration」
の章を参照してください。通常、正規メンバーには電子メール専用メンバーより多くの
権限や責任が与えられます。グループの詳細については、『SunONE Server Console 5.2
ServerManagement Guide』の「User andGroupAdministration」の章を参照してください。

メンバーのダイナミック検索条件を定義するには
ダイナミック検索条件は、ユーザーディレクトリ内でメンバーを検索する際にフィルタ
として適用される LDAP検索URLによって構成されています。グループ宛にメッセージ
が届くと、このメカニズムによって、名前のスタティックなリストではなく、ディレク
トリ検索に基づいて、メッセージが配信されるユーザーが決まります。そのため、各メ
ンバーの情報を詳細にたどらなくても、大規模で複雑なグループを作成して管理するこ
とができます。

LDAP検索フィルタには、必ず LDAPURLの構文の形式を使用してください。LDAP
フィルタの作成の詳細については、『SunONE Server Console 5.2 ServerManagement
Guide』の「User andGroupAdministration」の章を参照してください。Sun Java System
Directory ServerマニュアルおよびRFC 1959も参照してください。

LDAPURLの構文は、次のとおりです。

ldap://hostname:port/base_dn?attributes?scope?filter

URLの各オプションには、次の意味があります。

表 C–1LDAPURLオプション

オプション 説明

hostname Directory Serverのホスト名です (デフォルトはMessaging Serverが使
用するDirectory Serverのホスト名)。

port LDAPサーバーのポート番号です。ポート番号を指定しない場合
は、Messaging Serverが使用するデフォルトの標準 LDAPポートが使
用されます。

base_dn 検索ベースとして使用されるディレクトリエントリの識別名です。
必ず指定する必要があります。

attributes 検索結果として返される属性です。これらの属性は、Messaging
Serverによって返されます。
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表 C–1LDAPURLオプション (続き)
オプション 説明

scope 検索範囲です。

「base」を指定すると、検索ベース (base_dn)レベルの情報のみが
検索対象になります。

「one」を指定すると、検索ベースの 1つ下のレベルの情報が検索
対象になります (検索ベースレベルは含まれない)。

「sub」を指定すると、検索ベースおよびその下のレベルにあるす
べての情報が検索対象になります。

filter 検索範囲内のエントリに適用される検索フィルタです。フィルタを
指定しない場合は、(objectclass=*)が使用されます。

次に、「Sunnyvale」をメールホストとするユーザーをフィルタリングする LDAP検索
URLの例を示します。

ldap:///o=Siroe Corp,c=US??sub?(&(mailHost=sunnyvale.siroe.com)

(objectClass=inetLocalMailRecipient))

このURLは、組織名が Siroe (o=Siroe)、所在地が米国 (c=US)、メールホスト名が Sunnyvale
(mailHost=sunnyvale)のユーザーをフィルタリングするためのものです。objectClass属
性は、検索対象のエントリの種類を定義するもので、この場合は inetLocalMailRecipient

(objectClass=inetLocalMailRecipient)となっています。

コンソールを使用して検索フィルタを作成した場合、グループ名はすべて無視され、検
索結果にはユーザー名だけが表示されることに注意してください。これは、グループメ
ンバーでもあるユーザーの名前が重複して表示されることを避けるための設定です。コ
マンド行設定ユーティリティー (configutil)を使うとこの設定を無効にすることができま
すが、コマンド行の使用はできるかぎり避けてください。

次の項で説明しているとおり、検索URLは、コンソールのテンプレートウィンドウ
(「LDAP検索URLの作成」ウィンドウ)を使用して作成できます。

メーリングリストにメンバーを追加するには
メーリングリストに (電子メール専用)メンバーを追加するには、次の手順に従います。

� メーリングリストにメンバーを追加するには

コンソールから「グループの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、846ページの「メーリングリストにアクセスするに
は」を参照してください。

「メール」タブをクリックします。
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「電子メール専用メンバー」タブをクリックします。

� (省略可)メンバーの検索に LDAP検索URLを使用する場合は、「電子メール専用メン
バーのダイナミック検索条件」フィールドの下にある「追加」ボタンをクリックし、
「ダイナミック検索条件」ウィンドウで次の手順を実行します。

� フィールドに LDAP検索URLを入力するか、または「構築」ボタンをクリックし
て「LDAP検索URLの作成」ウィンドウ (検索URLの構築に使用するテンプレート)を
開きます。

� 「了解」をクリックして「電子メール専用メンバーのダイナミック検索条件」フィー
ルドに入力した条件を有効にし、「ダイナミック検索条件」ウィンドウを閉じます。

LDAP検索URLの作成については、851ページの「メンバーのダイナミック検索条件
を定義するには」を参照してください。

(省略可)メーリングリストに個々のメンバーを追加するには、「電子メール専用のメン
バー」フィールドの下にある「追加」ボタンをクリックし、「電子メール専用メンバー
の追加」ウィンドウで次の手順を実行します。

� フィールドに新規メンバーのプライマリアドレスを入力します。RFC 821に準拠する
有効な形式の SMTPアドレスを入力してください。グループに制約を設定する場合は
特に、代替アドレスは指定しないでください。フィールドに複数のアドレスを入力す
ることはできないため、このウィンドウで一度に複数のメンバーを追加することはで
きません。

� 「了解」をクリックしてリストにメンバーを追加し、「電子メール専用メンバーの追
加」ウィンドウを閉じます。別のアドレスを入力するには、もう一度「追加」をク
リックして、「電子メール専用メンバーの追加」ウィンドウを開きます。

メーリングリスト情報の設定が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。

メッセージ送信に関する制約を定義するには
メーリングリスト宛に送信されるメッセージにさまざまな制約を設けることができま
す。たとえば、特定のユーザーだけにリストへの送信を許可する、差出人の認証を要求
する、メッセージの送信元を制限する、メッセージのサイズを制限する、などの制約を
設けることができます。制約に違反するメッセージは拒否されます。

注 –これらの制約は、リスト宛に送信されるメッセージを制御するためには便利ですが、
安全性の高いアクセス制御を保証するものではありません。
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� メッセージ送信に関する制約を定義するには

コンソールから「グループの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、846ページの「メーリングリストにアクセスするに
は」を参照してください。

「メール」タブをクリックします。

「制約」タブをクリックします。

(省略可)次のいずれかのオプションを選択して、送信を許可する差出人を定義します。

� 「すべて」:差出人を制限しません。これがデフォルトです。ただし、このオプ
ションを選択すると、次の手順で説明している SMTP認証を選択できなくなることに
注意してください。

� 「メーリングリストのすべて」:メーリングリストメンバー (電子メール専用メンバー
以外のグループメンバーも含む)だけにリストへのメッセージ送信を許可します。

� 「次のリストのすべて」:フィールドに明示的に指定されたユーザーだけにリストへ
のメッセージ送信を許可します。

「次のリストのすべて」を選択した場合、リストに差出人を追加するには、「許可さ
れた差出人」フィールドの下にある「追加」をクリックするか、または「検索」をク
リックして、「ユーザーおよびグループを検索」ウィンドウを開きます。「追加」を
クリックすると、「許可された差出人の追加」ウィンドウが開きます。フィールドに
許可する差出人の電子メールアドレスまたは識別名 (DN)を入力します。「了解」を
クリックして「許可された差出人」フィールドにユーザーを追加し、「許可された差
出人の追加」ウィンドウを閉じます。上記の手順を繰り返して許可する差出人をすべ
て追加します。

「ユーザーおよびグループを検索」ウィンドウの詳細については、『SunONE Server
Console 5.2 ServerManagement Guide』の「User andGroupAdministration」の章を参照し
てください。

(省略可)送信元を制限するために、許可された差出人のドメインを定義します。

� 「許可された差出人ドメイン」フィールドの下にある「追加」ボタンをクリックしま
す。

� 「許可された差出人ドメインの追加」ウィンドウでドメイン名を入力し、「了解」を
クリックしてドメインをリストに追加します。

入力したドメインにサブドメインがある場合は、それらのサブドメインもすべて自動
的に含まれることに注意してください。たとえば、siroe.comには sales.siroe.comが
含まれます。

(省略可)メッセージサイズの上限を指定します。

サイズをバイト単位で入力してください。
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メーリングリスト情報の設定が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。

モデレータを定義するには
メーリングリストには、1人または複数のモデレータを追加できます。

モデレータは、転送メッセージを受信すると、その処理方法を決定します。(モデレータ
が複数存在する場合は、最初のモデレータが処理方法を決定する。)処理には、メッセー
ジの承認とリストへのメッセージの転送 (通常、パスワードを使用)、またはメッセージ
の削除が含まれます。

� モデレータを定義するには

コンソールから「グループの作成」ウィンドウまたは「エントリの編集」ウィンドウに
アクセスします。手順については、846ページの「メーリングリストにアクセスするに
は」を参照してください。

「メール」タブをクリックします。

「モデレータ」タブをクリックします。

「リストモデレータ」フィールドの下にある「追加」ボタンをクリックします。

「モデレータの追加」ウィンドウで、モデレータのプライマリ電子メールアドレスまた
は識別名 (DN)を入力します。アドレスを入力するか、または「検索」をクリックし
て「ユーザーおよびグループを検索」ウィンドウを開き、アドレスを検索します。「モ
デレータの追加」ウインドウでは、一度に複数のモデレータを追加することはできませ
ん。

「ユーザーおよびグループを検索」ウィンドウの詳細については、『SunONE Server
Console 5.2 ServerManagement Guide』の「User andGroupAdministration」の章を参照して
ください。

「了解」をクリックしてモデレータを「リストモデレータ」リストに追加し、「モデ
レータの追加」ウィンドウを閉じます別のアドレスを入力するには、もう一度「追加」
をクリックして、「モデレータの追加」ウィンドウを開きます。

メーリングリスト情報の設定が完了したら、「エントリの編集」ウィンドウの下部にあ
る「了解」をクリックします。変更作業を続ける場合は、別のタブをクリックします。
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ショートメッセージサービス (SMS)

この付録では、Sun™ONEMessaging Server上にショートメッセージサービス (SMS)を実装
する方法について説明します。この付録には、次の項目があります。

� 857ページの「概要」
� 860ページの「SMSチャネルの動作方式」
� 877ページの「SMSチャネルの設定」
� 907ページの「SMSGateway Serverの動作方式」
� 911ページの「SMSGateway Serverの設定」
� 933ページの「SMSGateway Serverのストレージ要件」

概要
Sun Java Systemでは、ショートメッセージサービス (SMS)によって電子メールからモバイ
ル、モバイルから電子メールへのメッセージングが実装されます。SMSは、片方向 (電子
メールからモバイルのみ)、または双方向 (電子メールからモバイル、モバイルから電子
メールの両方)のどちらかに設定できます。片方向のみのサービスを有効にするには、
SMSチャネルを追加および設定する必要があります。双方向のサービスを有効にするに
は、SMSチャネルを追加および設定し、さらに SMSGateway Serverを設定する必要があり
ます。

片方向と双方向のどちらの場合でも、生成された SMSメッセージは、ShortMessage Peer
to Peer (SMPP)プロトコルを介してショートメッセージサービスセンター (SMSC)に送信
されます。具体的には、SMSCではTCP/IPをサポートするV3.4以上の SMPPサーバーが
提供されている必要があります。

図D–1に、片方向 SMSの場合と双方向 SMSの場合のメッセージの論理フローを示しま
す。

D付 録 D
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図 D–1片方向 SMSと双方向 SMSの論理フロー

片方向 SMS
片方向サービスを有効にするために、Messaging Serverはリモート SMSCと通信する SMPP
クライアント (MTASMSチャネル)を使用します。SMSチャネルは、861ページの「電子
メールから SMSへの変換プロセス」で説明されているように、キューに入れられた電子
メールメッセージを SMSメッセージに変換します。この変換には、マルチパートMIME
メッセージや、文字セットの変換問題の処理が含まれます。

このような処理を実行する SMSチャネルは、SMPPの外部ショートメッセージエン
ティティー (ESME)として機能します。

概要

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月858



双方向 SMS
双方向 SMSでは、メールサーバーは電子メールをリモート機器に送信するだけでなく、
リモート機器から返信を受信したり、リモート機器の電子メール作成に対応したりでき
ます。

双方向の SMSを有効にするには、前項目で説明されているMTASMSチャネル (SMPPク
ライアント)に加えて、SMSGateway Serverが必要です。SMSGateway Serverは、Sun Java
Systemの一般的なインストールプロセスの一環でインストールされますが、インストー
ル後に設定する必要があります。SMSGateway Serverでは、以下の 2つの機能を実行しま
す。

� SMPPリレー
SMSGateway Serverは、MTASMSチャネルと SMSC間の透過的な SMPPクライアント
として機能します。リレーとして機能することに加え、SMSGateway Serverはリレー
するメッセージ用に一意の SMSソースアドレスを生成します。また、リモート SMSC
から返されたメッセージ IDをあとで SMS通知メッセージとの関連で使用するために
保存します。

� SMPPサーバー
SMSGateway Serverは SMPPサーバーとして機能し、モバイルを起点とする SMS
メッセージ、電子メールに対する返信、および SMS通知を受信します。SMSGateway
Serverは、SMSメッセージから宛先電子メールアドレスを抽出します。抽出には変換
プロセスが定義されているプロファイルを使用します。プロファイルには、電子メー
ルからモバイルに送信されたメッセージに応答してリモート SMSCが返した通知
メッセージの処理方法も定義されています。

注 – Sun Java Systemは、Windowsプラットフォーム上での双方向 SMSをサポートしていま
せん。

要件
このマニュアルでは、LogicaCMGの SMPP仕様および使用している SMSCの SMPPマ
ニュアルを読み終えていることを前提にしています。

SMSを実装するには、次の要件を満たす必要があります。

� Sun Java SystemMessaging Server 6以上 (片方向 SMSは、iPlanetMessaging Server 5.2でも
実装される)

� SMSCは、TCP/IP対応の SMPPV3.4以上をサポートしている必要があり、Messaging
Serverを実行するホストと SMSCの間でTCP/IP接続が可能である必要があります。

SMSGateway Serverのストレージ計画については、933ページの「SMSGateway Serverのス
トレージ要件」を参照してください。

概要
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SMSチャネルの動作方式
SMSチャネルは、キューに入れられた電子メールメッセージを SMSメッセージに変換し
て、配信を担当する SMSCに渡すマルチスレッドチャネルです。

この節には、チャネル動作についての次の項目があります。

� 860ページの「電子メールをチャネルに送信する」
� 861ページの「電子メールから SMSへの変換プロセス」
� 867ページの「SMSメッセージの送信プロセス」
� 871ページの「サイト定義のアドレス妥当性チェックと変換」
� 872ページの「サイト定義のテキスト変換」

電子メールをチャネルに送信する
877ページの「SMSチャネルの設定」に従って SMSチャネルを設定すると、チャネルに 1
つまたは複数のホスト名が関連付けられます。説明のため、ここでは sms.siroe.comとい
うホスト名がチャネルに関連付けられたホスト名であると仮定します。この場合、電子
メールは次の形式のアドレスでチャネルに送信されます。

local-part@sms.siroe.com

local-partは、SMS宛先アドレス (携帯電話番号、ポケットベル IDなど)または次の形式
の属性と値のペアのリストのどちらかです。

/attribute1=value1/attribute 2=value2/.../@sms.siroe.com

表D–1に、認識される属性名とその使用法を示します。これらの属性を使用して、一部
のチャネルオプションで受取人単位の制御が行えます。

表D–1SMS属性

属性名 属性値と使用法

ID SMSメッセージの送信先である SMS宛先アドレス (携帯電話番号、ポケットベル IDなど)。この属性と
その値は必須です。

FROM SMSソースアドレス。オプションが USE_HEADER_FROM=0である場合は無視されます。

FROM_NPI 指定した NPI値を使用します。オプションが USE_HEADER_FROM=0である場合は無視されます。

FROM_TON 指定した TON値を使用します。オプションが USE_HEADER_FROM=0である場合は無視されます。

MAXLEN 生成された SMSメッセージまたはこの受取人宛のメッセージに含める最大合計バイト数 (8ビットバイ
ト)。MAXLENの値と 885ページの「MAX_MESSAGE_SIZE」チャネルオプションで指定されている値のう
ち、低いほうの値が使用されます。

SMSチャネルの動作方式
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表D–1SMS属性 (続き)
属性名 属性値と使用法

MAXPAGES この受取人用に電子メールを分割して生成される SMSメッセージの最大数。MAXPAGESの値と 886ペー
ジの「MAX_PAGES_PER_MESSAGE」チャネルオプションで指定されている値のうち、低いほうの値が
使用されます。

NPI ID属性で指定されている宛先 SMSアドレスの番号計画識別子 (NPI)の値を指定します。この属性で受
け入れられる値については、889ページの「DEFAULT_DESTINATION_NPI」チャネルオプションを参
照してください。この属性が使用されると、その値は DEFAULT_DESTINATION_NPIチャネルオプションで
指定されている値より優先されます。

PAGELEN この受取人宛の単一の SMSメッセージに含める最大バイト数。この値と 886ページ
の「MAX_PAGE_SIZE」チャネルオプションで指定されている値のうち、小さいほうの値が使用されま
す。

TO IDと同義。

TO_NPI NPIと同義。

TO_TON TONと同義。

TON ID属性で指定されている宛先 SMSアドレスの番号種別 (TON)の値を指定します。この属性で受け入れ
られる値については、890ページの「DEFAULT_DESTINATION_TON」チャネルオプションを参照して
ください。この属性が使用されると、その値は DEFAULT_DESTINATION_TONチャネルオプションで指定さ
れている値より優先されます。

次にアドレスの例を示します。

123456@sms.siroe.com

/id=123456/@sms.siroe.com

/id=123456/maxlen=100/@sms.siroe.com

/id=123456/maxpages=1/@sms.siroe.com

電子メールアドレスの SMS宛先アドレス部分に対する変換、妥当性チェック、およびそ
の他の処理については、871ページの「サイト定義のアドレス妥当性チェックと変換」を
参照してください。

電子メールから SMSへの変換プロセス
電子メールをリモートサイトに送信するには、電子メールをリモート SMSCによって認
識される SMSメッセージに変換する必要があります。この節では、SMSチャネルの
キューに入れられた電子メールメッセージを 1つまたは複数の SMSメッセージに変換す
るプロセスについて説明します。以下で説明されているように、生成される SMS
メッセージの最大数、SMSメッセージの合計の長さの最大値、および 1つの SMS
メッセージの最大サイズはオプションで制御します。電子メールメッセージのテキスト
部分 (MIMEのテキストコンテントタイプ)のみが使用され、変換される部分の最大数も
制御できます。

SMSチャネルの動作方式
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電子メールメッセージのヘッダー行とテキスト部分で使用される文字セットは、すべて
Unicodeに変換されてから、適切な SMS文字セットに変換されます。

SMS_TEXTマッピングテーブル (872ページの「サイト定義のテキスト変換」を参照)がない
場合は、SMSチャネルのキューに入れられた電子メールメッセージに対して図D–2で示
す処理が実行されます。

SMSチャネルの動作方式
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図D–2SMSチャネルの電子メール処理

SMSチャネルの動作方式
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図 D–3 SMSチャネルの電子メール処理 (続き)

次の手順は、図D–2で示されている番号と対応します。

1. 空の出力バッファーが開始されます。バッファーに使用される文字セットはUnicode
です。

2. 電子メールメッセージの差出人のアドレスは、次の 5つのソースから 1つ取り出され
ます。ソースは優先度の高いものから低いものの順で表示されています。

1. Resent-from:

2. From:

3. Resent-sender:

4. Sender:

5. Envelope From:

差出人のアドレスが空の文字列である場合は、差出人のアドレスの代わりに 899ペー
ジの「FROM_NONE」チャネルオプションの値がバッファーに追加されます。

差出人のアドレスが空の文字列ではない場合は、899ページの「FROM_FORMAT」
チャネルオプションを処理した結果および LINE_STOPチャネルオプションの値が出力
バッファーに追加されます。

Resent-from:および Resent-sender:ヘッダー行は、888ページ
の「USE_HEADER_RESENT」オプションの値が 1である場合にのみ考慮されることに
注意してください。それ以外の場合は、Resent-ヘッダー行は無視されます。

3. Subject:ヘッダー行が存在しない場合または空の場合は、900ページ
の「SUBJECT_NONE」オプションの値が出力バッファーに追加されます。

それ以外の場合は、900ページの「SUBJECT_FORMAT」オプションを処理した結果お
よび 900ページの「LINE_STOP」チャネルオプションの値が出力バッファーに追加さ
れます。

4. テキストメッセージ部分がない場合は、900ページの「NO_MESSAGE」チャネルオプ
ションの値が出力バッファーに追加されます。

テキストメッセージ部分がある場合は、898ページの「CONTENT_PREFIX」チャネル
オプションの値が出力バッファーに追加されます。

テキスト以外のメッセージ部分は破棄されます。

5. 各テキスト部分に関しては、MAX_MESSAGE_PARTSの制限に達していない場合、テキスト
部分はUnicodeにデコードされ、LINE_STOPチャネルオプションの値とともに
バッファーに追加されます。

6. 結果の出力バッファーは、Unicodeから SMSCのデフォルトの文字セットまたはUCS2
(UTF-16)のどちらかに変換されます。SMSCのデフォルトの文字セットは、886ページ
の「SMSC_DEFAULT_CHARSET」オプションを使用して指定します。

7. 変換後は、885ページの「MAX_MESSAGE_SIZE」のバイト数を超えないように切り捨
てられます。

SMSチャネルの動作方式
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8. 861ページの「電子メールから SMSへの変換プロセス」で変換された文字列は、1つ
または複数の SMSメッセージに分割されます。各 SMSメッセージは、MAX_PAGE_SIZE

のバイト数以内の長さになります。最大で 886ページ
の「MAX_PAGES_PER_MESSAGE」の SMSメッセージが生成されます。

注 –電子メールメッセージは複数の受取人を持つ場合もあるので、手順 6～手順 8は
受取人のアドレスごとに実行される必要があります。このとき、4ページの「電子
メールをチャネルに送信する」で説明されている MAXLEN、MAXPAGESまたは PAGELEN属
性が使用されます。

電子メールメッセージ処理の例
たとえば、チャネルのデフォルトの設定で次のような電子メールメッセージを処理する
とします。

From: John Doe

To: 1234567@sms.siroe.com

Subject: Today’s meeting

Date: Fri, 26 March 2001 08:17

The staff meeting is at 14:30 today in the big conference room.

この電子メールメッセージは次のように SMSメッセージに変換されます。

jdoe@siroe.com (Today’s meeting) The staff meeting is at 14:30 today in the big

conference room.

別の一連のオプション設定での処理を次に示します。

CONTENT_PREFIX=Msg:

FROM_FORMAT=From:${pa}

SUBJECT_FORMAT=Subj:$s

この設定では以下の結果になります。

From:John Doe Subj:Today’s meeting Msg:The staff meeting is at 14:30 today in the big

conference room.

SMSメッセージの送信プロセス
電子メールメッセージが 1つまたは複数の SMSメッセージ (通常は各受取人用に異なる
セットがある)に変換されると、SMSメッセージは宛先 SMSCに送信されます。送信処理
は、TCP/IP対応の SMPPV3.4を使用して実行されます。SMPPサーバーのホスト名
(SMPP_SERVER)は、SMSチャネルに関連付けられた正式なホスト名として採用されます。
使用するTCPポート (SMPP_PORT)は、portチャネルキーワードで指定します。

SMSチャネルの動作方式
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処理するメッセージがある場合、チャネルが起動します。チャネルは 895ページ
の「SMPPオプション」で説明されているように、ESME_チャネルオプションで指定され
ている証明書を提示して SMPPサーバーにトランスミッタとしてバインドします。表D–2
に、BIND_TRANSMITTER PDU (プロトコルデータユニット)で設定するフィールドの一覧と
各フィールドの値を示します。

表 D–2生成された BIND_TRANSMITTERPDUのフィールド

フィールド 値

system_id 896ページの「ESME_SYSTEM_ID」チャネルオプション。デフォルト
値は空の文字列

password 896ページの「ESME_PASSWORD」チャネルオプション。デフォルト
値は空の文字列

system_type 896ページの「ESME_SYSTEM_TYPE」チャネルオプション。デフォル
ト値は空の文字列

interface_version 0x34は SMPPV3.4を示します

addr_ton 895ページの「ESME_ADDRESS_TON」。デフォルト値は 0x00で、こ
れは不明なTONを示します

addr_npi 895ページの「ESME_ADDRESS_NPI」。デフォルト値は 0x00で、こ
れは不明なNPIを示します

addr_range 895ページの「ESME_IP_ADDRESS」チャネルオプション。デフォル
ト値は空の文字列

チャネルはマルチスレッドです。送信するメールの数に応じて、チャネルは複数のデ
キュースレッドを実行します。複数のチャネルプロセスが実行されていることさえもあ
ります。各スレッドは BIND_TRANSMITTERを実行してTCP/IP接続上で送信する必要のある
すべての SMSメッセージを送信し、その後 UNBINDを送信して接続を終了します。再び使
用する可能性をふまえてアイドル時間に接続を開いたままにしておく試行は行われませ
ん。リモート SMPPサーバーがスロットルエラーを返してきた場合は、UNBINDが発行さ
れてTCP/IP接続は終了し、新しい接続と BINDが確立されます。SMSメッセージの送信が
終了する前に SMPPサーバーが UNBINDを返してきた場合も同様に動作します。

その後、SMSメッセージは SMPP SUBMIT_SM PDUを使用して送信されます。永久的なエ
ラーが返された場合 (たとえば、ESME_RINVDSTADR)、電子メールメッセージは配信されず
に戻ってきます。一時的なエラーが返された場合は、電子メールメッセージはあとで配
信が試行されるように再びキューに入れられます。正確には、永久的なエラーとは、エ
ラーが原因で発生した状態がいつまでも続く可能性があるもので、配信試行の繰り返し
に前向きな効果がないものです。たとえば、無効な SMS宛先アドレスなどです。これと
は異なり、一時的なエラーとは、エラーが原因で発生した状態が近い将来に存在しなく
なる可能性のあるものです。たとえば、サーバーダウンやサーバーが混み合っている状
態です。
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USE_HEADER_FROMオプションの値が 1である場合、送信される SMSメッセージのソースア
ドレスが設定されます。使用される値は、元の電子メールメッセージから生成され、返
信の送信先 (電子メール)アドレスとしてもっとも可能性の高いものに選ばれます。した
がって、ソースアドレスは次の 7つのソースから作成されます。ソースは優先度の高い
ものから低いものの順で表示されています。

1. Resent-reply-to:

2. Resent-from:

3. Reply-to:

4. From:

5. Resent-sender:

6. Sender:

7. Envelope From:

Resent-reply-to:および Reply-to:ヘッダー行は、887ページ
の「USE_HEADER_REPLY_TO」オプションの値が 1である場合にのみ考慮されることに
注意してください。また、Resent-reply-to:、Resent-from:、および Resent-sender:

ヘッダー行は、888ページの「USE_HEADER_RESENT」オプションの値が 1である場合に
のみ考慮されることにも注意してください。つまり、Resent-reply-to:ヘッダー行が考慮
されるには、これらのオプションの両方の値が 1である必要があります。これらのオプ
ションは両方とも、デフォルト値は 0です。したがって、デフォルトの設定では項目 4、
6、および 7のみが考慮されます。さらに、SMSメッセージのソースアドレスは 20バイト
に制限されているので、選択されるソースアドレスは、その制限を超えている場合は切
り捨てられることに注意してください。

表D–3に、SUBMIT_SM PDUに設定する必須フィールドを示します。

表 D–3生成された SUBMIT_SMPDUの必須フィールド

フィールド 値

service_type 893ページの「DEFAULT_SERVICE_TYPE」チャネルオプ
ション。デフォルト値は空の文字列。

source_addr_ton 893ページの「DEFAULT_SOURCE_TON」チャネルオプ
ション。USE_HEADER_FROM=1の場合、このフィールドの値は英
数字のTONを示す0x05になります。これ以外の場合は、デ
フォルト値の国際TONを示す 0x01になります。

source_addr_npi 893ページの「DEFAULT_SOURCE_NPI」チャネルオプ
ション。デフォルト値は 0x00。

source_addr 893ページの「DEFAULT_SOURCE_ADDRESS」チャネルオプ
ション。USE_HEADER_FROM=0以外の場合は、電子メール
メッセージの差出人を示す英数字の文字列。

dest_addr_ton TONアドレス指定属性または 890ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_TON」チャネルオプション。デ
フォルト値は国際TONを示す 0x01です。
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表 D–3生成された SUBMIT_SMPDUの必須フィールド (続き)
フィールド 値

dest_addr_npi NPIアドレス指定属性または 893ページ
の「DEFAULT_SOURCE_NPI」チャネルオプション。デフォル
ト値は不明のNPIを示す 0x00です。

dest_addr 電子メールエンベロープTo:アドレスのローカル部分を基に生
成された宛先 SMSアドレス。860ページの「電子メールを
チャネルに送信する」を参照。

esm_class 片方向 SMSの場合は 0x03に設定し、ストアアンドフォワード
モード、デフォルトの SMSCメッセージタイプ、および返信パ
スを設定しないことを示します。双方向MSMメッセージの場
合は 0x83に設定します。

protocol_id 0x00はCDMAおよびTDMAには使用されません。GSMの場合
に 0x00を指定すると、インターネットプロトコルを使用せ
ず、SME対 SMEのプロトコルを使用することを示します。

priority_flag GSMとCDMAの場合は 0x00、TDMAの場合は 0x01。どちらも
標準レベルの優先度を示します。890ページ
の「DEFAULT_PRIORITY」チャネルオプションの説明を参
照。

schedule_delivery_time 空の文字列は即時配信を示します。

validity_period 893ページの「DEFAULT_VALIDITY_PERIOD」チャネルオプ
ション。デフォルト値は空の文字列で、これは SMSCのデ
フォルトを使用することを示します。

registered_delivery 0x00は登録された配信がないことを示します。

replace_if_present_flag 0x00は過去の SMSメッセージを置き換えないことを示しま
す。

data_coding 0x00は SMSCのデフォルトの文字セットを示します。0x08は
UCS2文字セットを示します。

sm_default_msg_id 0x00はあらかじめ定義されているメッセージを使用しないこ
とを示します。

sm_length SMSメッセージの長さと内容。詳細は、861ページの「電子
メールから SMSへの変換プロセス」を参照。

short_message SMSメッセージの長さと内容。詳細は、861ページの「電子
メールから SMSへの変換プロセス」を参照。

表D–4に、SUBMIT_SM PDUに設定するオプションのフィールドを示します。
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表 D–4生成された SUBMIT_SMPDUのオプションのフィールド

フィールド 値

privacy 891ページの「DEFAULT_PRIVACY」チャネルキーワードの説明を参照。
デフォルトでは、電子メールメッセージに Sensitivity:ヘッダー行がない
場合、このフィールドは提供されません

sar_refnum 895ページの「USE_SAR」チャネルキーワードの説明を参照。デフォルト
では、このフィールドは提供されません

sar_total 前述の sar_refnumを参照。

sar_seqnum 前述の sar_refnumを参照。

チャネルは、送信する SMSメッセージがなくなるまで (メッセージキューが空になるま
で)、または 896ページの「MAX_PAGES_PER_BIND」を超過するまで、SMPPサーバーに
バインドしたままです。後者の場合で送信する SMSメッセージがまだ残っている場合
は、新しい接続が確立され、バインドが実行されます。

SMSチャネルはマルチスレッドです。チャネルの処理スレッドは、それぞれが SMPPサー
バーとの専用のTCP接続を保持します。たとえば、3つの処理スレッドがあり、それぞれ
が送信対象の SMSメッセージを処理する場合、チャネルは SMPPサーバーとの 3つの開い
たTCP接続を持ちます。各接続はトランスミッタとして SMPPサーバーにバインドしま
す。また、どの処理スレッドにも、処理中の SMS送信は 1度に 1つしかありません。つま
り、スレッドは SMSメッセージを送信すると、送信応答 (SUBMIT_SM_RESP PDU)があるま
で待機し、それまで別の SMSメッセージを送信しません。

サイト定義のアドレス妥当性チェックと変換
サイトで妥当性チェックを実行したり、受取人の電子メールアドレスでエンコードされ
た SMS宛先アドレスを変換する必要がある場合もあります (860ページの「電子メールを
チャネルに送信する」を参照)。たとえば、サイトで実行する処理には以下のようなもの
があります。

� 非数値文字を取り除く (例: 800.555.1212を 8005551212に変換する)
� プレフィックスを前に付ける (例: 8005551212を +18005551212に変換する)
� 妥当性を検証する (例: 123は短すぎる)

上記の最初の2つのタスクは、894ページの「DESTINATION_ADDRESS_NUMERIC」およ
び 894ページの「DESTINATION_ADDRESS_PREFIX」チャネルオプションを使用して実
行できます。一般的に、上記の 3つのタスクおよびその他のタスクは、マッピングテー
ブルを使用して実装できます。書き換えルールからマッピングテーブルを呼び出す方
法、または FORWARDマッピングテーブルによる方法のどちらかを使用します。書き換え
ルールからマッピングテーブル呼び出す方法を使用した場合は、柔軟性がもっとも高
く、サイト定義のエラー応答が付いたアドレスを拒否することもできます。この節の以
下の部分では、このようなアプローチ、つまり書き換えルールからマッピングテーブル
を呼び出す方法を使用する場合について説明します。
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宛先アドレスは数字のみで、10または 11桁の長さを持ち、文字列「+1」が先頭に付いて
いる必要があると仮定します。これは、次の書き換えルールを使用して実現できます。

sms.siroe.com ${X-REWRITE-SMS-ADDRESS,$U}@sms.siroe.com

sms.siroe.com $?Invalid SMS address

上記の最初の書き換えルールは、X-REWRITE-SMS-ADDRESSという名前のサイト定義の
マッピングテーブルを呼び出しています。このマッピングテーブルは、検査のために電
子メールアドレスのローカル部分に渡されます。マッピングプロセスで、そのローカル
部分が受け入れ可能と判断された場合は、アドレスは受け入れられ、SMSチャネルに書
き換えられます。マッピングプロセスで、そのローカル部分が受け入れ不可と判断され
た場合は、次の書き換えルールが適用されます。次の書き換えルールは「$?」書き換え
ルールであるので、アドレスは拒否され、「Invalid SMS address」というエラーテキスト
が表示されます。

以下に X-REWRITE-SMS-ADDRESSマッピングテーブルを示します。このマッピングテーブル
によって、属性と値のペアのリスト形式または SMS宛先アドレスの行のどちらかである
ローカル部分に対して必要な検証ステップが実行されます。

X-VALIDATE-SMS-ADDRESS

! 数値以外の文字を取り除く
$_*$[$ -/:-~]%* $0$2$R

! アドレス形式が 1nnnnnnnnnn または nnnnnnnnnn の場合は受け入れる
! 受け入れる場合、出力は +1nnnnnnnnnn であることを確認する 1%%%%%%%%%% +1$0$1$2$3$4$5$6$7$8$9$Y

%%%%%%%%%% +1$0$1$2$3$4$5$6$7$8$9$Y

! このアドレスは受け入れられなかったため、無効となる
* $N

X-REWRITE-SMS-ADDRESS

*/id=$_*/* $C$0/id=$|X-VALIDATE-SMS-ADDRESS;$1|/$2$Y$E

*/id=$_*/* $N

* $C$|X-VALIDATE-SMS-ADDRESS;$0|$Y$E

* $N

上記の設定の場合、894ページの「DESTINATION_ADDRESS_NUMERIC」オプションの
値は必ず 0 (デフォルト)にしてください。それ以外の値では、SMS宛先アドレスか
ら「+」が取り除かれます。

サイト定義のテキスト変換
変換ルールのテーブルを使用して、861ページの「電子メールから SMSへの変換プロセ
ス」に示した手順 1～ 6をサイトでカスタマイズできます。これらのルールは、MTAの
マッピングファイル内のマッピングテーブルを使用して指定します。

マッピングテーブルの名前は、SMS_Channel_TEXTとし、SMS_Channelには SMSチャネル
の名前を指定します。たとえば、チャネルの名前が smsである場合は SMS_TEXT、チャネ
ルの名前が sms_mwayである場合は SMS_MWAY_TEXTとします。
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このマッピングテーブルには、2種類のエントリが入ります。ただし、これらのエントリ
の形式についての説明を始める前に、エントリの作成および使用方法を理解するため、
マッピングファイルの使用方法を理解しておくことが不可欠です。これら 2種類のエン
トリの説明の後、マッピングテーブルの例を示します。

2種類のエントリを以下に示します。

� 873ページの「メッセージヘッダーエントリ」
� 874ページの「メッセージ本文エントリ」

メッセージヘッダーエントリ
メッセージヘッダーエントリは、SMSメッセージに含めるヘッダー行を指定したり、
ヘッダー行の略記方法または略記以外の場合に行われる変換方法を指定したりします。
メッセージヘッダーエントリの 1つによって、ヘッダー行がゼロでない長さの文字列に
正常にマッピングされた場合にのみ、ヘッダー行は生成される SMSメッセージに含めら
れます。各エントリには次のような形式があります。

H|pattern replacement-text

メッセージのヘッダー行がこのパターンに一致すると、ヘッダー行は置換テキス
ト「replacement-text」で置き換えられます。このときマッピングファイルのパターン一
致機能および文字列置換機能が使用されます。その後、メタキャラクタ「$Y」が置換テ
キストに指定されていれば、ヘッダー行のマッピングによる最終的な結果は SMS
メッセージに含められます。ヘッダー行がどのパターン文字列とも一致しない場合、
ヘッダー行が長さゼロの文字列にマッピングされた場合、またはメタキャラクタ「$Y」
が置換テキストに指定されていない場合は、ヘッダー行は SMSメッセージに含められま
せん。以下に 2つのエントリを示します。

H|From:* F:$0$Y

H|Subject:* S:$0$Y

これらのエントリによって、From:および Subject:ヘッダー行は SMSメッセージに含め
られます。このとき From:および Subject:は F:と S:として略記されます。以下のエント
リの場合、

H|Date:* H|D:$0$R$Y

H|D:*,*%19%%*:*:* H|D:$0$ $5:$6$R$Y

Date:ヘッダー行が受け入れられ、次のヘッダー行のようにマップされます。

Date: Wed, 16 Dec 1992 16:13:27 -0700 (PDT)

これは次のように変換されます。

D: Wed 16:13

非常に複雑で反復的なマッピングが作成される場合もあります。サイトにカスタム
フィルタを設定する場合は、最初にマッピングファイルの動作方法を理解しておく必要

SMSチャネルの動作方式

付録D • ショートメッセージサービス (SMS) 873



があります。エントリの右側のH|は、必要に応じて省略できます。H|は、一連の反復的
なマッピングで必要とされるテーブルエントリの数を削減するために右側に置かれてい
ます。

メッセージ本文エントリ
メッセージ本文エントリは、マッピングを確立してメッセージ本文の各行に適用されま
す。メッセージ本文の各行は、確立されたマッピングが適用されてから、生成中の SMS
メッセージに組み込まれます。メッセージ本文エントリは、次の形式をとります。

B|pattern B| replacement-text

メッセージ本文の行が patternパターンと一致すると、置換テキスト replacement-textで置
き換えられます。ここでも、この機能を使用して非常に複雑で反復的なマッピングが作
成される場合があります。エントリの右側の B|は、必要に応じて省略できます。

SMSマッピングテーブルの例
例D–1に、SMS_TEXTマッピングテーブルの例を示します。各行の終わりにある括弧の中
の数字は、このテーブルのあとに示す 874ページの「説明テキスト」というタイトルの
セクションでの項目番号と対応しています。

例D–1SMS_TEXTマッピングテーブルの例

SMS_TEXT

H|From:* H|F:$0$R$Y (1)

H|Subject:* H|S:$0$R$Y (1)

H|F:*<*>* H|F:$1$R$Y ()

H|F:*(*)* H|F:$0$2$R$Y (2)

H|F:*"*"* H|F:$0$2$R$Y (3)

H|F:*@* H|F:$0$R$Y (4)

H|%:$ * H|$0:$1$R$Y (5)

H|%:*$ H|$0:$1$R$Y (5)

H|%:*$ $ * H|$0:$1$ $2$R$Y (6)

B|*--* B|$0-$1$R (7)

B|*..* B|$0.$1$R (7)

B|*!!* B|$0!$1$R (7)

B|*??* B|$0?$1$R (7)

B|*$ $ * B|$0$ $1$R (6)

B|$ * B|$0$R (5)

B|*$ B|$0$R (5)

説明テキスト

上記の例の SMS_TEXTマッピングテーブルのエントリの説明を以下に示します。
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上記の例では、マッピングの反復的適用の実装と制御にメタキャラクタ「$R」が使用さ
れています。これらのマッピングを反復することによって、強力なフィルタリングが実
行されます。たとえば、前後に付いている単一のスペースを削除する (6)、または 2つの
スペースを 1つに削減する (7)という単純なマッピングは、全体として採用された場合
に、前後に付いているすべてのスペースを削除し、連続する複数のスペースを単一のス
ペースに削減するフィルタとなります。このようなフィルタリングによって、各 SMS
メッセージのサイズを小さくできます。

1. これらの 2つのエントリによって、From:および Subject:ヘッダー行が SMSメッセー
ジに含められます。From:および Subject:は、それぞれ F:と S:として略記されま
す。これら以外のエントリにも、From:および Subject:ヘッダー行にさらに影響を与
えるものがあります。

このエントリは、<...>パターンを含む From:ヘッダー行を角括弧内のテキストのみに
します。例:

F: "John C. Doe" <jdoe@siroe.com> (Hello)

これは、次のように置き換えられます。

F: jdoe@siroe.com

2. このエントリは、From:ヘッダー行の (...)パターン内のすべてを包括的に削除しま
す。例:

F: "John C. Doe" <jdoe@siroe.com> (Hello)

これは、次のように置き換えられます。

F: "John C. Doe" <jdoe@siroe.com>

3. このエントリは、From:ヘッダー行の "..."パターン内のすべてを包括的に削除します。
例:

F: "John C. Doe" <jdoe@siroe.com> (Hello)

これは、次のように置き換えられます。

F: <jdoe@siroe.com> (Hello)

4. このエントリは、From:ヘッダー行のアットマーク (@)の右側にあるものをすべて包
括的に削除します。例:

F: "John C. Doe" <jdoe@siroe.com> (Hello)

これは、次のように置き換えられます。

F: "John C. Doe" <jdoe@

5. これらの 4つのエントリは、メッセージヘッダーと本文の行から前後に付いているス
ペースを削除します。

6. これら 2つのエントリは、メッセージのヘッダーと本文の行の 2つのスペースを 1つ
のスペースに削減します。

7. これらの 4つのエントリは、二重になっているダッシュ、ピリオド、感嘆符、および
疑問符を一致する文字の単一の不定発生に削減します。これによっても、SMS
メッセージのバイト数を節約できます。
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エントリの順序は非常に重要です。たとえば、所定の順序で、次のようなメッセージの
From:ヘッダー行から始めます。

From: "John C. Doe" (Hello)

これは次のように短縮されます。

jdoe

この結果までの手順は次のとおりです。

1. 次の From:ヘッダー行から始めます。

From: "John C. Doe" (Hello)

最初のマッピングエントリのパターンがこれと一致し、次の結果になります。

F: "John C. Doe" (Hello)

結果文字列の「$R」メタキャラクタによって、結果文字列は再度マッピングされま
す。

2. 直前の手順の結果文字列にマッピングが適用されます。これによって、次の結果にな
ります。

F: jdoe@siroe.com

マッピングの「$R」によって、一連のマッピング全体がこの手順の結果に再び適用さ
れます。

3. 次に、マッピングが適用され、次の結果になります。

F: jdoe

マッピングの「$R」によって、一連のマッピング全体がこの手順の結果に再び適用さ
れます。

4. 次に、マッピングが適用され、次の結果になります。

F:jdoe

マッピングの「$R」によって、一連のマッピング全体がこの手順の結果に再び適用さ
れます。

5. ほかのエントリは一致しないため、最終的な結果文字列は次のとおりになります。

F:jdoe

これが SMSメッセージに取り込まれます。
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注 – imsimta test-mappingユーティリティーを使用してマッピングテーブルをテストす
ることができます。次に例を示します。

# imsimta test -mapping -noimage_file -mapping_file=test.txt

Enter table name: SMS_TEXT

Input string: H|From: "John C. Doe" (Hello)

Output string: H|F:jdoe

Output flags: [0,1,2,89]

Input string: ^D

#

imsimta testユーティリティーの詳細については、『Sun Java SystemMessaging
Server 6 2005Q4Administration Reference』の「imsimta test」を参照してください。

SMSチャネルの設定
この節では、片方向 (電子メールからモバイル)および双方向 (電子メールからモバイル、
モバイルから電子メール)の両方の機能に必要な SMSチャネルの設定方法について説明し
ます。片方向の場合も双方向の場合も SMSチャネルの設定は同じです。ただし、906
ページの「双方向 SMS用に SMSチャネルを設定する」の項目で示されている例外を除き
ます。

この節には、次の項目があります。

� 877ページの「SMSチャネルを追加する」
� 880ページの「SMSチャネルオプションファイルを作成する」
� 881ページの「使用可能なオプション」
� 902ページの「SMSチャネルをさらに追加する」
� 903ページの「配信再試行の間隔を調整する」
� 904ページの「片方向設定の例 (MobileWay)」
� 906ページの「双方向 SMS用に SMSチャネルを設定する」

SMSチャネルを追加する
SMSチャネルをMessaging Serverの設定に追加するには、次の 2つの手順を実行する必要
があります。

1. 878ページの「チャネル定義と書き換えルールを追加する」
2. 880ページの「SMSチャネルオプションファイルを作成する」

すべての状況で設定が必須とされるチャネルオプションはありませんが、次に示すオプ
ションのうち、1つまたは複数は設定する必要があります。896ページ
の「ESME_PASSWORD」、896ページの「ESME_SYSTEM_ID」、886ページ
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の「MAX_PAGE_SIZE」、893ページの「DEFAULT_SOURCE_TON」、および 890ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_TON」。また、説明されているように、imta.cnfファイ
ルまたはチャネルオプションファイルのどちらかのチャネル定義を介して、SMPPサー
バーのホスト名または IPアドレスとTCPポートを設定する必要があります。

複数の SMSチャネルを設定し、それぞれに異なる特徴を持たせることもできます。複数
の SMSチャネルの使用の詳細については、902ページの「SMSチャネルをさらに追加す
る」を参照してください。

次のことに注意してください。imta.cnfファイルを変更した場合はコンパイルしなおす
必要があります。チャネルオプションファイルのみを変更した場合はコンパイルしなお
す必要はありません。

また、チャネルの変更が反映されるまでの時間は、変更内容によって異なることがあり
ます。チャネルオプションの変更の多くは、変更が行われてから起動したすべての
チャネルに反映されます。ジョブコントローラが頻繁に新しいチャネルを起動している
ので、この場合はほとんど瞬時に反映されたように見えます。一部の変更は、コンパイ
ルしなおし、SMTPサーバーを再起動するまで反映されません。これらのオプションは、
チャネル自体が作動したときではなく、メッセージがチャネルのキューに入れられると
きに処理されます。

チャネル定義と書き換えルールを追加する
チャネル定義と書き換えルールを追加するには、次の手順を実行します。

� チャネル定義と書き換えルールを追加するには

SMSチャネルをMTAの設定に追加する前に、そのチャネルの名前を決める必要がありま
す。チャネルの名前は、smsまたは sms_xのどちらかにします。xは大文字と小文字が区
別されない文字列であり、長さは 1～ 36バイトです (例: sms_mway)。

チャネル定義を追加するには、installation-directory/config/ディレクトリにある
imta.cnfファイルを編集します。ファイルの最後に空白行を追加し、次の 2行を追加し
ます。
channel-name port p threaddepth t \

backoff pt2m pt5m pt10m pt30m notices 1

smpp-host-name

channel-nameはこのチャネル用に選んだ名前、pは SMPPサーバーが待機するTCPポー
ト、tは 1つの配信プロセスで SMPPサーバーに同時に接続できる最大数、および
smpp-host-nameは SMPPサーバーを実行しているシステムのホスト名です。

たとえば、チャネル定義は次のように指定します。

sms_mway port 55555 threaddepth 20 \

backoff pt2m pt5m pt10m pt30m notices 1

smpp.siroe.com

1

2
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threaddepthの計算方法については、880ページの「同時接続の数を制御する」を参照し
てください。

backoffおよび noticesチャネルキーワードについては、903ページの「配信再試行の間
隔を調整する」を参照してください。

ホスト名の代わりに IPアドレスを smpp-host-nameに指定する場合は、ドメインリテラル
を指定します。たとえば、IPアドレスが 127.0.0.1である場合は、smpp-host-nameに
[127.0.0.1]と指定します。または、897ページの「SMPP_SERVER」チャネルオプションを
使用することもできます。

注 – Sun Java SystemMessaging Server 6.1では、masterチャネルキーワードの使用は推奨さ
れていません。存在する場合は無視されます。

チャネル定義の追加が終了したら、ファイルの前半に移動し、次の形式で書き換えルー
ルを追加します。
smpp-host-name $u@smpp-host-name

たとえば、次のように指定します。

smpp.siroe.com $u@smpp.siroe.com

imta.cnfファイルを保存します。

imsimta cnbuildコマンドを使用して設定をコンパイルしなおします。

imsimta restart dispatcherコマンドを使用して SMTPサーバーを再起動します。

上記の設定では、電子メールメッセージは id@smpp-host-name (例: 123456@smpp.siroe.com)
にアドレス指定することによってチャネルに送信されます。アドレス指定の詳細につい
ては、861ページの「電子メールから SMSへの変換プロセス」を参照してください。

(任意) SMPPサーバーのホスト名をユーザーに対して非表示にする場合、またはほかのホ
スト名を同一のチャネルに関連付ける場合は、書き換えルールをさらに追加します。た
とえば、host-name-1と host-name-2をチャネルに関連付けるには、次の書き換えルール
を追加します。
host-name-1 $U%host-name-1@smpp-host-name

host-name-2 $U%host-name-2@smpp-host-name

たとえば、SMPPサーバーのホスト名は smpp.siroe.comだが、ユーザーには
id@sms.sesta.com宛に電子メールを送らせたい場合は、次のような書き換えルールを追
加します。

sms.sesta.com $U%sms.sesta.com@smpp.siroe.com

897ページの「SMPP_SERVER」および 897ページの「SMPP_PORT」チャネルオプション
は、チャネルの正式なホスト名および portチャネルキーワードの設定よりも優先される
ことに注意してください。SMPP_PORTオプションを使用した場合、portキーワードを併せ

3

4

5

6

7

8
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て使用する必要はありません。これら 2つのオプションを使用する利点は、設定をコン
パイルしなおさずに実行でき、その後変更できることです。SMPP_SERVERオプションのそ
の他の使用法については、902ページの「SMSチャネルをさらに追加する」を参照してく
ださい。

同時接続の数を制御する
threaddepthチャネルキーワードは、1つの配信プロセス内の各配信スレッドに割り当て
られるメッセージの数を制御します。許可される同時接続の総数を計算するには、
SMPP_MAX_CONNECTIONSおよび job_limitの 2つのオプションの値を乗算します
(SMPP_MAX_CONNECTIONS * job_limit)。896ページの「SMPP_MAX_CONNECTIONS」オプ
ションは、1つの配信プロセスでの配信スレッドの最大数を制御します。チャネルが実行
されているジョブコントローラ処理プールの job_limitオプションは、同時に実行される
配信プロセスの最大数を制御します。

同時接続の総数を制限するには、制限内容に応じてこれらのオプションのどちらかまた
は両方を調節する必要があります。たとえば、リモート SMPPサーバーが 1つの接続しか
許可しない場合、SMPP_MAX_CONNECTIONSおよび job_limitの両方を 1に設定する必要があ
ります。値を調整するときは、job_limitを 1よりも大きくすることをお勧めします。

SMSチャネルオプションファイルを作成する
一般的に、チャネルオプションファイルには、チャネルの動作に必要なサイト固有のパ
ラメータが格納されます。SMSにはチャネルオプションファイルは必須ではありませ
ん。チャネルオプションファイルが自分のインストールに必要であると判断した場合
は、テキストファイル形式で installation-directory/config/ディレクトリに保存しま
す。ほかのチャネルオプションファイルと同じように、ファイル名は次の形式をとりま
す。

channel_name_option

たとえば、チャネルの名前が sms_mwayである場合、チャネルオプションファイルは次の
ようになります。

installation-directory/config/sms_mway_option

各オプションは、次の形式を使用して、ファイルの各行に記述します。

option_name=option_value

たとえば、次のように指定します。

PROFILE=GSM

SMSC_DEFAULT_CHARSET=iso-8859-1

USE_UCS2=1

使用可能な SMSチャネルオプションの一覧と各オプションの説明は、881ページの「使
用可能なオプション」を参照してください。
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使用可能なオプション
SMSチャネルには多くのオプションが含まれており、次のように大きく 6つのカテゴリ
に分類されます。

� 電子メールから SMSへの変換:電子メールから SMSへの変換プロセスを制御するオプ
ション。

� SMSGateway Serverオプション:ゲートウェイプロファイルのオプション。
� SMSフィールド:生成された SMSメッセージの SMS固有のフィールドを制御するオプ
ション。

� SMPPプロトコル:TCP/IP対応の SMPPプロトコルの使用に関するオプション。
� ローカライズ: SMSメッセージに挿入されたテキストフィールドのローカライズを可
能にするオプション。

� その他:デバッグオプション。

これらのオプションについては、次の表で要約を示し、その後に続く節で詳細を説明し
ます。

表D–5SMSチャネルオプション

電子メールから SMSへの変換オプション

オプション (ページ番号) 説明 デフォルト

885ページ
の「GATEWAY_NOTIFICATIONS」

電子メール通知メッセージを SMSメッセージに変換するかど
うかを指定します。

0

885ページ
の「MAX_MESSAGE_PARTS」

1つの電子メールメッセージから抽出するメッセージの最大
部分数です

2

885ページ
の「MAX_MESSAGE_SIZE」

1つの電子メールメッセージから抽出する最大バイト数です 960

886ページの「MAX_PAGE_SIZE」 単一の SMSメッセージに含める最大バイト数です 160

886ページ
の「MAX_PAGES_PER_MESSAGE」

1つの電子メールメッセージを分割して生成される最大 SMS
メッセージ数です

6

886ページの「ROUTE_TO」 指定した IPホスト名に SMSメッセージをルーティングしま
す。

886ページ
の「SMSC_DEFAULT_CHARSET」

SMSCが使用するデフォルトの文字セットです。 US-ASCII

887ページの「USE_HEADER_FROM」 SMSソースアドレスを設定します 0

887ページ
の「USE_HEADER_PRIORITY」

電子メールメッセージのヘッダーにある優先順位情報の使用
を制御します

1
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表D–5SMSチャネルオプション (続き)

887ページ
の「USE_HEADER_REPLY_TO」

SMSソースアドレスを生成する際の Reply-to:ヘッダー行の
使用を制御します

0

888ページ
の「USE_HEADER_RESENT」

差出人情報を生成する際の Resent-*:ヘッダー行の使用を制
御します

0

888ページ
の「USE_HEADER_SENSITIVITY」

電子メールメッセージのヘッダーからのプライバシ情報の使
用を制御します

1

888ページの「USE_UCS2」 可能な場合に SMSメッセージでUCS2文字セットを使用しま
す

1

SMSGateway Serverオプション

889ページの「GATEWAY_PROFILE」 SMSGateway Serverの設定ファイル (sms_gateway.cnf)で設定
されたゲートウェイプロファイル名と照合します

なし

SMSフィールドオプション

889ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_NPI」

SMS宛先アドレスのデフォルトのNPIです 0x00

890ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_TON」

SMS宛先アドレスのデフォルトのTONです 0x01

890ページの「DEFAULT_PRIORITY」 SMSメッセージのデフォルトの優先順位設定です 0=GSM、CDMA

1=TDMA

891ページの「DEFAULT_PRIVACY」 SMSメッセージのデフォルトのプライバシ値フラグです -1

893ページ
の「DEFAULT_SERVICE_TYPE」

送信された SMSメッセージに関連付けられた SMSアプリケー
ションサービスです

なし

893ページ
の「DEFAULT_SOURCE_ADDRESS」

デフォルトの SMSソースアドレスです 0

893ページ
の「DEFAULT_SOURCE_NPI」

SMSソースアドレスのデフォルトのNPIです 0x00

893ページ
の「DEFAULT_SOURCE_TON」

SMSソースアドレスのデフォルトのTONです 0x01

893ページ
の「DEFAULT_VALIDITY_PERIOD」

SMSメッセージのデフォルトの有効期間です なし

894ページ
の「DESTINATION_ADDRESS_NUMERIC」

宛先 SMSアドレスを 0～ 9文字に減らします 0
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表D–5SMSチャネルオプション (続き)

894ページ
の「DESTINATION_ADDRESS_PREFIX」

宛先 SMSアドレスの先頭に付けるテキスト文字列です なし

895ページの「PROFILE」 使用する SMSプロファイルです GSM

895ページの「USE_SAR」 sar_フィールドを使用して、複数の SMSメッセージを配列し
ます

0

SMPPプロトコルオプション

895ページの「ESME_ADDRESS_NPI」 SMPPサーバーにバインドする際に指定する ESMENPIです 0x00

895ページ
の「ESME_ADDRESS_TON」

SMPPサーバーにバインドする際に指定する ESMETONです 0x00

895ページの「ESME_IP_ADDRESS」 Sun Java SystemMessaging Serverを実行しているホストの IPア
ドレスです

なし

896ページの「ESME_PASSWORD」 SMPPサーバーにバインドする際に提示するパスワードです なし

896ページの「ESME_SYSTEM_ID」 バインドする際に SMSCに提示するシステム IDです なし

896ページの「ESME_SYSTEM_TYPE」 バインドする際に SMSCに提示するシステムタイプです なし

896ページ
の「MAX_PAGES_PER_BIND」

SMPPサーバーとの 1回のセッションで送信する最大 SMS
メッセージ数です

1024

896ページの「REVERSE_ORDER」 マルチパート SMSメッセージの送信シーケンスです 0

896ページ
の「SMPP_MAX_CONNECTIONS」

SMPPサーバーとの最大同時接続数です 20

897ページの「SMPP_PORT」 片方向 SMSの場合、SMPPサーバーの待機先TCPポートで
す。双方向 SMSの場合、SMPPリレーの LISTEN_PORTに使用さ
れるものと同じTCPポートです。

なし

897ページの「SMPP_SERVER」 片方向 SMSの場合、接続先の SMPPサーバーのホスト名で
す。

双方向 SMSの場合、SMSGateway Serverのホスト名または IP
アドレスをポイントするように設定します。SMPPリレーの
LISTEN_INTERFACE_ADDRESSオプションを使用している場合
は、指定したネットワークインタフェースアドレスに関連付
けられているホスト名または IPアドレスを必ず使用してくだ
さい。

なし

897ページの「TIMEOUT」 SMPPサーバーでの読み取りおよび書き込み完了までのタイ
ムアウトです

30
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表D–5SMSチャネルオプション (続き)

ローカライズオプション

898ページの「CONTENT_PREFIX」 電子メールメッセージの内容を導入するためのテキストです Msg:

898ページ
の「DSN_DELAYED_FORMAT」

配信遅延通知用の書式設定文字列です 空の文字列

898ページ
の「DSN_FAILED_FORMAT」

配信失敗通知用の書式設定文字列です 説明を参照

899ページ
の「DSN_RELAYED_FORMAT」

リレー通知用の書式設定文字列です。 説明を参照

899ページ
の「DSN_SUCCESS_FORMAT」

配信成功通知用の書式設定文字列です。 説明を参照

899ページの「FROM_FORMAT」 電子メールメッセージの差出人を示す場合に表示されるテキ
ストです

$a

899ページの「FROM_NONE」 差出人が存在しない場合に表示されるテキストです なし

899ページの「LANGUAGE」 (i-default)言語グループです。この中からテキストフィールド
を選択します

i-default

900ページの「LINE_STOP」 電子メールメッセージから抽出された各行の終わりに置くテ
キストです

スペース文字

900ページの「NO_MESSAGE」 メッセージに内容がないことを示すテキストです ]no message]

900ページの「SUBJECT_FORMAT」 電子メールメッセージの件名を示す場合に表示されるテキス
トです

$s

900ページの「SUBJECT_NONE」 電子メールメッセージに件名がない場合に表示されるテキス
トです

なし

その他のオプション

900ページの「DEBUG」 詳細なデバッグ出力を有効にします -1

電子メールから SMSへの変換オプション
次のオプションは、電子メールメッセージから SMSメッセージへの変換を制御します。
オプションの値の範囲は括弧内に示されています。一般に、1通の電子メールメッセージ
は、1つ以上の SMSメッセージに変換されます。詳細については、861ページの「電子
メールから SMSへの変換プロセス」を参照してください。
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GATEWAY_NOTIFICATIONS
(0または 1)電子メール通知を SMS通知に変換するかどうかを指定します。電子メール通
知メッセージは、RFC 1892、1893、1894に準拠している必要があります。デフォルト値
は 0です。

GATEWAY_NOTIFICATIONS=0の場合、このような通知は破棄され、SMS通知に変換されませ
ん。

通知の SMS通知への変換を有効にするには、GATEWAY_NOTIFICATIONS=1に設定します。こ
のオプションが 1に設定されている場合、ローカライズオプション (DSN_*_FORMAT)に
よって、SMSメッセージに変換されてゲートウェイから送信される通知のタイプ (成功、
失敗、遅延、リレー)が制御されます。通知タイプの値が空の文字列である場合、そのタ
イプの通知は SMSメッセージに変換されません。

MAX_MESSAGE_PARTS
(整数)マルチパート電子メールメッセージを SMSメッセージに変換する場合、テキスト
部分のうち最初の MAX_MESSAGE_PARTS数のみが変換されます。残りの部分は消去されま
す。デフォルトでは、MAX_MESSAGE_PARTSは 2です。メッセージ部分を無制限に許可する
には、値に -1を指定します。値を 0にすると、SMSメッセージに変換されるメッセージ
コンテンツはありません。これには、SMSメッセージを生成するために電子メール
メッセージのヘッダー行 (たとえば、Subject:)のみを使用した効果があります。

テキストと添付ファイルの両方を含む電子メールメッセージは、通常、2つの部分で構成
されています。プレーンテキストのメッセージ部分のみが変換されることに注意してく
ださい。その他のMIMEコンテンツタイプはすべて消去されます。

MAX_MESSAGE_SIZE
(整数、>= 10)このオプションを使用して、1つの電子メールメッセージから生成された
SMSメッセージに含める合計バイト数の上限を設定できます。特に、MAX_MESSAGE_SIZE

バイトの最大値は、1つ以上の生成された SMSメッセージに使用されます。それ以上の
バイトは消去されます。

デフォルトでは、960バイトが上限となります。これは MAX_MESSAGE_SIZE=960に相当しま
す。任意のバイト数を使用するには、値に 0を指定します。

使用されるバイト数の計算は、電子メールメッセージをUnicodeから SMSCのデフォルト
文字セットまたはUCS2に変換してから行います。つまり、UCS2を例にすると、UCS2
の各文字は、最低でも 2バイト長であるため、MAX_MESSAGE_SIZEが 960バイトだと、最高
でも 480文字しか確保できません。

MAX_MESSAGE_SIZEおよび 886ページの「MAX_PAGES_PER_MESSAGE」の各オプション
は、どちらも結果の SMSメッセージの全体サイズを制限するという同じ目的で機能しま
す。実際、886ページの「MAX_PAGE_SIZE」=960と 886ページの「MAX_PAGE_SIZE」
=160は、MAX_PAGES_PER_MESSAGE=6を意味します。2つの異なるオプションが存在する理
由は、単一の SMSメッセージの最大サイズ MAX_PAGE_SIZEを考慮せずに全体のサイズま
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たはページ数を制御するのに役立つからです。このことはチャネルオプションファイル
では重要ではないかもしれませんが、860ページの「電子メールをチャネルに送信する」
で説明されている 860ページの「電子メールをチャネルに送信する」または 860ページ
の「電子メールをチャネルに送信する」アドレス指定属性を使用する際には重要です。

さらに、MAX_MESSAGE_SIZEと MAX_PAGE_SIZE * MAX_PAGES_PER_MESSAGEのどちらか小さい
制限が使用されることに注意してください。

MAX_PAGE_SIZE
(整数、>= 10)単一の SMSメッセージで許可される最大バイト数は、MAX_PAGE_SIZEオプ
ションで制御します。デフォルトでは、160バイトが値として用いられます。これは、
MAX_PAGE_SIZE=160に相当します。

MAX_PAGES_PER_MESSAGE
(整数、1～ 255) 1つの電子メールメッセージに生成される最大 SMSメッセージ数は、こ
のオプションで制御します。事実上、このオプションによって電子メールメッセージに
は切り捨てが実行されます。MAX_PAGES_PER_MESSAGEの SMSメッセージ数に収まる電子
メールメッセージの部分のみが SMSメッセージに変換されます。詳細は、886ページ
の「MAX_PAGE_SIZE」オプションの説明を参照してください。

デフォルトでは、MAX_PAGES_PER_MESSAGEは 1、または 885ページ
の「MAX_MESSAGE_SIZE」を 886ページの「MAX_PAGE_SIZE」で割った数のうちの大
きいほうに設定されています。

ROUTE_TO
(文字列、IPホスト名、1～ 64バイト)プロファイルにターゲットされたすべての SMS
メッセージは、指定されている IPホスト名に再ルートされます。このとき、次の形式の
電子メールアドレスが使用されます。

SMS-destination-address@route-to

SMS-destination-addressは SMSメッセージの宛先アドレスで、route-toはこのオプ
ションで指定されている IPホスト名です。SMSメッセージの内容全体は、結果の電子
メールメッセージの内容として送信されます。PARSE_RE_*オプションは無視されます。

注 – PARSE_RE_*と ROUTE_TOの各オプションの使用は、互いに排他的です。これらの両方
を同一のゲートウェイプロファイルで使用すると、設定エラーになります。

SMSC_DEFAULT_CHARSET
(文字列)このオプションを使用して、SMSCのデフォルトの文字セットを指定します。次
のファイルに示されている文字セット名を使用してください。

installation-directory/config/charsets.txt
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このオプションが指定されていない場合は、US-ASCIIであると仮定されます。なお、
charsets.txtで使用されるニーモニック名は、同じディレクトリの charnames.txtで定義
されています。

電子メールの処理では、まずヘッダー行とテキストメッセージ部分がデコードされてか
らUnicodeに変換されます。次に、データは SMSCのデフォルトの文字セットまたは
UCS2に変換されます。どちらに変換されるかは、888ページの「USE_UCS2」オプ
ションの値および SMSメッセージにデフォルトの文字セットにないグリフが 1つでも含
まれているかどうかによって異なります。UCS2文字セットは、Unicodeの 16ビットのエ
ンコード方式であり、UTF-16と呼ばれることもあります。

USE_HEADER_FROM
(整数、0～ 2)このオプションは、From:アドレスを SMSCに渡すことを許可する場合に設
定します。値は、From:アドレスを取り出す場所とアドレスの形式を示します。表D–6
に、許容可能な値とその意味を示します。

表D–6USE_HEADER_FROMの値

値 説明

0 SMSソースアドレスは From:アドレスから設定されません。見つかった属性と値のペア
を使用してください

1 SMSソースアドレスを from-local@from-domainに設定します。この場合、From:アドレ
スは@from-route:from-local@from-domainです

2 SMSソースアドレスを from-localに設定します。この場合、From:アドレスは
@from-route:from-local@from-domainです

USE_HEADER_PRIORITY
(0または 1)このオプションでRFC 822 Priority:ヘッダー行の処理を制御します。デ
フォルトでは、Priority:ヘッダー行の情報は結果の SMSメッセージの優先順位フラグを
設定するために使用され、890ページの「DEFAULT_PRIORITY」オプションで指定され
ているデフォルトの SMS優先順位よりも優先されます。これは、USE_HEADER_PRIORITY=1

に相当します。RFC 822 Priority:ヘッダー行の使用を無効にするには、
USE_HEADER_PRIORITY=0を指定します。

SMS優先順位フラグの処理の詳細については、DEFAULT_PRIORITYオプションの説明を参
照してください。

USE_HEADER_REPLY_TO
(0または 1) USE_HEADER_FROM =1の場合、このオプションは Reply-to:または
Resent-reply-to:ヘッダー行が SMSソースアドレスとして使用されることを考慮するか
どうかを制御します。デフォルトでは、Reply-to:および Resent-reply-to:ヘッダー行は
無視されます。これはオプションの値 0に相当します。これらのヘッダー行を考慮する
ようにするには、オプションの値として 1を使います。
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RFC 2822では、Reply-to:および Resent-reply-to:ヘッダー行の使用は推奨されていない
ことに注意してください。

USE_HEADER_RESENT

(0または 1) USE_HEADER_FROM =1の場合、このオプションは Resent-ヘッダー行が SMS
ソースアドレスとして使用されることを考慮するかどうかを制御します。デフォルトで
は、Resent-ヘッダー行は無視されます。これはオプションの値 0に相当します。これら
のヘッダー行を考慮するようにするには、オプションの値として 1を使います。

RFC 2822では、Resent-ヘッダー行の使用は推奨されていないことに注意してください。

USE_HEADER_SENSITIVITY

(0または 1) USE_HEADER_SENSITIVITYオプションは、RFC 822 Sensitivity:ヘッダー行の処
理を制御します。デフォルトでは、Sensitivity:ヘッダー行の情報は結果の SMS
メッセージのプライバシフラグを設定するために使用され、891ページ
の「DEFAULT_PRIVACY」オプションで指定されているデフォルトの SMSプライバシよ
りも優先されます。これがデフォルトで、USE_HEADER_SENSITIVITY=1に相当します。RFC
822 Sensitivity:ヘッダー行の使用を無効にするには、USE_HEADER_SENSITIVITY=0と指定し
ます。

SMSプライバシフラグの処理の詳細については、891ページの「DEFAULT_PRIVACY」オ
プションの説明を参照してください。

USE_UCS2

(0または 1)適切な場合に、チャネルは生成する SMSメッセージでUCS2文字セットを使
用します。これはデフォルトの動作であり、USE_UCS2=1に相当します。UCS2文字セット
の使用を無効にするには、USE_UCS2=0を指定します。文字セットの詳細については、
886ページの「SMSC_DEFAULT_CHARSET」オプションの説明を参照してください。

表D–7USE_UCS2で有効な値

USE_UCS2の値 結果

1 (デフォルト) 可能な場合は常に SMSCのデフォルトの文字セットが使用されます。元の電
子メールメッセージに SMSCのデフォルトの文字セットにないグリフが含ま
れている場合は、UCS2文字セットが使用されます。

0 常に SMSCのデフォルトの文字セットが使用されます。その文字セットで使
用不可なグリフはニーモニックで表現されます (例: AEの合字を「AE」で表
現)。
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SMSGatewayServerオプション

GATEWAY_PROFILE

SMSGateway Serverの設定ファイル sms_gateway.cnfのゲートウェイプロファイルの名前
です。

SMSオプション
次のオプションを使用して、生成された SMSメッセージの SMSフィールドに関する指定
が行えます。

DEFAULT_DESTINATION_NPI

(整数、0～ 255)デフォルトでは、宛先アドレスには 0のNPI (番号計画識別子)値が割り
当てられます。このオプションを使用すると、0から 255までの範囲の代替整数値を割り
当てることができます。表D–8に、これらを含む一般的なNPI値を示します。

表D–8番号計画識別子の値

値 説明

0 不明

1 ISDN (E.163、E.164)

3 データ (X.121)

4 テレックス (F.69)

6 地上モバイル (E.212)

8 国内

9 プライベート

10 ERMES

14 IPアドレス (インターネット)

18 WAPクライアント ID

>= 19 未定義

このオプションの値は、次の 3つのいずれかの方法で指定します。

� 10進数値 (例: 10)
� 「0x」のプレフィックスが付いた 16進値 (例: 0x0a)
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� 次に示す、大文字と小文字が区別されないテキスト文字列 (括弧内は関連付けられて
いる 10進値)。data (3)、default (0)、e.163 (1)、e.164 (1)、e.212 (6)、ermes (10)、f.69 (4)、
Internet (14)、ip (14)、isdn (1)、land-mobile (6)、national (8)、private (9)、telex (4)、
unknown (0)、wap (18)、x.121 (3)。

DEFAULT_DESTINATION_TON

(整数、0～ 255)デフォルトでは、宛先アドレスには 0のTON (番号種別)値が割り当てら
れています。このオプションを使用すると、0から 255までの範囲の代替整数値を割り当
てることができます。表D–9に、これらを含む一般的なTON値を示します。

表 D–9一般的なTON値

値 説明

0 不明

1 国際

2 国内

3 ネットワーク固有

4 加入者番号

5 英数字

6 略記

>=7 未定義

このオプションの値は、次の 3つのいずれかの方法で指定します。

� 10進値 (例: 10)
� 「0x」のプレフィックスが付いた 16進値 (例: 0x0a)
� 次に示す、大文字と小文字が区別されないテキスト文字列 (括弧内は関連付けられて
いる 10進値)。abbreviated (6)、alphanumeric (5)、default (0)、international (1)、national
(2)、network-specific (3)、subscriber (4)、unknown (0)。

DEFAULT_PRIORITY

(整数、0～ 255) SMSメッセージには必須の優先順位フィールドがあります。表D–10に、
SMS優先順位値の解釈を示します。
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表 D–10各 SMSプロファイルタイプごとに解釈される SMS優先順位値

値 GSM TDMA CDMA

0 優先でない バルク 標準

1 優先 標準 インタラクティブ

2 優先 至急 至急

3 優先 大至急 緊急

このオプションを使用すると、SMSメッセージに割り当てるデフォルトの優先度を指定
できます。指定しない場合は、デフォルトの優先度 0が PROFILE=GSMおよび CDMAに使用さ
れ、優先度 1が 895ページの「PROFILE」=TDMAに使用されます。

887ページの「USE_HEADER_PRIORITY」=1であり、電子メールメッセージにRFC 822
Priority:ヘッダー行がある場合は、このヘッダー行に指定された優先順位が結果の SMS
メッセージの優先順位の設定に使用されます。USE_HEADER_PRIORITY=0の場合、SMS優先
順位フラグは常に DEFAULT_PRIORITYオプションに合わせて設定され、RFC 822 Priority:
ヘッダー行は常に無視されます。USE_HEADER_PRIORITY=1の場合、元の電子メール
メッセージのRFC 822 Priority:ヘッダー行が SMSメッセージの優先順位フラグの設定に
使用されます。このヘッダー行が存在しない場合、SMS優先順位フラグは
DEFAULT_PRIORITYオプションを使用して設定されます。

RFC 822 Priority:ヘッダー行の値を SMS優先順位フラグに変換するために使用される
マッピングを次の表に示します。

表 D–11 Priority:ヘッダーから SMS優先順位フラグに変換するためのマッピング

RFC 822 SMS優先順位フラグ

Priority:の値 GSM TDMA CDMA

Third 優先でない (0) バルク (0) 標準 (0)

Second 優先でない (0) バルク (0) 標準 (0)

Non-urgent 優先でない (0) バルク (0) 標準 (0)

Normal 優先でない (0) 標準 (1) 標準 (0)

Urgent 優先 (1) 至急 (2) 至急 (2)

DEFAULT_PRIVACY

(整数、-1、0～ 255) DEFAULT_PRIVACYオプションと 888ページ
の「USE_HEADER_SENSITIVITY」オプションでは、SMSメッセージにプライバシフラグ
を設定するかどうか、またどの値を使用するかを制御します。デフォルトでは、値 -1が
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DEFAULT_PRIVACYに使用されます。表D–12に、DEFAULT_PRIVACYおよび 888ページ
の「USE_HEADER_SENSITIVITY」の各オプションにさまざまな値を設定した結果を示し
ます。

表 D–12 DEFAULT_PRIVACYと USE_HEADER_SENSITIVITYの値の結果

DEFAULT_PRIVACY USE_HEADER_SENSITIVITY 結果

-1 0 SMSプライバシフラグは SMSメッセージに設定されませ
ん。

n >= 0 0 SMSプライバシフラグは常に値 nに設定されます。RFC
822 Sensitivity:ヘッダー行は常に無視されます。

-1 (デフォルト) 1 (デフォルト) SMSメッセージのプライバシフラグは、元の電子メール
メッセージにRFC 822 Sensitivity:ヘッダー行があるとき
のみ設定されます。その場合、SMSプライバシフラグは
Sensitivity:ヘッダー行の値と対応するように設定されま
す。これがデフォルトです。

n >= 0 1 SMSメッセージのプライバシフラグは、元の電子メール
メッセージのRFC 822 Sensitivity:ヘッダー行と対応する
ように設定されます。電子メールメッセージに
Sensitivity:ヘッダー行がない場合は、SMSプライバシフ
ラグの値は nに設定されます。

表D–13に、SMSプライバシ値の解釈を示します。

表D–13SMSプライバシ値の解釈

値 説明

0 制限なし

1 制限あり

2 親展

3 秘密

>= 4 未定義

表D–14に、RFC 822 Sensitivity:ヘッダー行の値を SMSプライバシ値に変換するために
使用されるマッピングを示します。

表 D–14 Sensitivity:ヘッダーから SMSプライバシ値へのマッピング変換

RFC 822 Sensitivity:の値 SMSプライバシ値

Personal 1 (制限あり)
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表 D–14 Sensitivity:ヘッダーから SMSプライバシ値へのマッピング変換 (続き)
RFC 822 Sensitivity:の値 SMSプライバシ値

Private 2 (親展)

Company confidential 3 (秘密)

DEFAULT_SERVICE_TYPE

(文字列、0～ 5バイト)チャネルによって生成された SMSメッセージに関連付けるサービ
スタイプ。デフォルトでは、指定されているサービスタイプはありません (つまり、長さ
0の文字列)。一般的なサービスタイプには次のものがあります。CMT (携帯電話メッセー
ジング)、CPT (携帯電話ページング)、VMN (ボイスメール通知)、VMA (ボイスメール呼び出
し)、WAP (無線アプリケーションプロトコル)、および USSD (非構造化補足データサービ
ス)。

DEFAULT_SOURCE_ADDRESS

(文字列、0～ 20バイト)電子メールメッセージから生成された SMSメッセージに使用さ
れるソースアドレス。USE_HEADER_FROM=1の場合、このオプションで指定した値よりも電
子メールメッセージの差出人のアドレスが優先されることに注意してください。デ
フォルトでは、値は無効になっています。つまり、値として 0が設定されています。

DEFAULT_SOURCE_NPI

(整数、0～ 255)デフォルトでは、ソースアドレスには 0のNPI値が割り当てられていま
す。このオプションを使用すると、0から 255までの範囲の代替整数値を割り当てること
ができます。一般的なNPI値の表については、889ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_NPI」オプションの説明を参照してください。

DEFAULT_SOURCE_TON

(整数、0～ 255)デフォルトでは、ソースアドレスには 0のTON指定子値が割り当てられ
ています。このオプションを使用すると、0から 255までの範囲の代替整数値を割り当て
ることができます。一般的なTON値の表については、890ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_TON」オプションの説明を参照してください。

DEFAULT_VALIDITY_PERIOD

(文字列、0～ 252バイト)デフォルトでは、SMSメッセージには相対有効期間は指定され
ていません。代わりに、SMSCのデフォルト値が使用されます。このオプションは別の相
対有効期間を指定するために使用します。値は、秒、分、時、または日の各単位で指定
できます。表D–15に、このオプションに使用するさまざまな値の形式と説明を示しま
す。
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表D–15DEFAULT_VALIDITY_PERIODの形式と値

形式 説明

nnn 黙示的な秒単位。例: 604800

nnns 秒単位。例: 604800s

nnnm 分単位。例: 10080m

nnnh 時単位。例: 168h

nnnd 日単位。例: 7d

0、0s、0m、0h、または 0dという指定が SMSCのデフォルトの有効期間を選択するため
に使用されることがあります。0、0s、0m、0h、または 0dという指定が使用された場合
は、生成された SMSメッセージの有効期間に空の文字列が指定されます。

このオプションにはUTC形式の値を使用できないので注意してください。

DESTINATION_ADDRESS_NUMERIC

(0または 1)電子メールエンベロープ To:アドレスから抽出された SMS宛先アドレスから
すべての非数値文字を削除するには、このオプションを使用します。たとえば、次のエ
ンベロープ To:アドレスがあるとします。

"(800) 555-1212"@sms.siroe.com

このアドレスは次のように短くなります。

8005551212@sms.siroe.com

このような削除を有効にするには、このオプションの値に 1を指定します。デフォルト
では、この削除処理は無効になっています。これはオプションの値が 0である場合に相
当します。有効になっている場合は、894ページの「DESTINATION_ADDRESS_PREFIX」
オプションによって宛先アドレスのプレフィックスが追加される前に削除が実行される
ことに注意してください。

DESTINATION_ADDRESS_PREFIX

(文字列)すべての SMS宛先アドレスの先頭に固定テキスト文字列 (たとえば「+」)が必ず
付いていることが必要な場合があります。このオプションはこのようなプレフィックス
を指定するために使用します。プレフィックスは、指定したプレフィックスが付いてい
ないすべての SMS宛先アドレスに追加されます。894ページ
の「DESTINATION_ADDRESS_NUMERIC」オプションによって削除されないようにする
ため、このオプションは DESTINATION_ADDRESS_NUMERICオプションのあとに適用されま
す。
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PROFILE
(文字列) SMSCで使用される SMSプロファイルを指定します。指定できる値は、GSM、
TDMA、および CDMAです。指定されていない場合は、GSMと仮定されます。このオプ
ションは、890ページの「DEFAULT_PRIORITY」や 891ページの「DEFAULT_PRIVACY」
などのほかのチャネルオプション用のデフォルトを選択するためにのみ使用されます。

USE_SAR
(0または 1)サイズの大きい電子メールメッセージは、複数の SMSメッセージに分割され
る場合があります。このとき、SMS sar_フィールドを使用すると、個別の SMSメッセー
ジに順番情報を付加することができます。これにより、「セグメント化された」SMS
メッセージが生成され、受信端末で 1つの SMSメッセージに再構成できます。USE_SAR=1

を指定すると、可能な場合にこの順番情報が付加されます。デフォルトでは順番情報を
付加しません。これは USE_SAR=0に相当します。

USE_SAR=1が設定されている場合、896ページの「REVERSE_ORDER」オプションは無視
されます。

SMPPオプション
以下のオプションを使用して、SMPPプロトコルパラメータに関する指定が行えます。文
字列 ESME_で始まる名前のオプションは、MTAが External ShortMessage Entity (ESME)とし
て動作するときにMTAを特定するために使用します。つまりそれは、SMSメッセージを
サーバーに関連付けされた SMSCに送信するために、MTAが SMPPサーバーにバインド
されているときです。

ESME_ADDRESS_NPI
(整数、0～ 255)デフォルトでは、不明なNPIを示す 0の ESMENPI値がバインド動作に
よって指定されます。このオプションを使用すると、0から 255までの範囲の代替整数値
を割り当てることができます。一般的なNPI値の表については、889ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_NPI」オプションの説明を参照してください。

ESME_ADDRESS_TON
(整数、0～ 255)デフォルトでは、バインド動作によって 0の ESMETON値が指定されま
す。このオプションを使用すると、0～ 255の範囲で別の整数値を割り当てることができ
ます。一般的なTON値の表については、890ページ
の「DEFAULT_DESTINATION_TON」オプションの説明を参照してください。

ESME_IP_ADDRESS
(文字列、0～ 15バイト) SMPPサーバーにバインドするとき、BIND PDUは、クライアン
トの (つまり、ESMEの)アドレス範囲が IPアドレスであることを示します。これは、
TONに 0x00、NPIに 0x0dを指定して行います。アドレス範囲フィールドの値は、SMS
チャネルを実行するホストの IPアドレスに設定されます。IPアドレスは「127.0.0.1」の
ように、ドット付きの 10進形式で指定します。
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ESME_PASSWORD

(文字列、0～ 8バイト) SMPPサーバーにバインドするとき、パスワードを要求される場
合があります。その場合は、このオプションでそのパスワードを指定します。デフォル
トでは、長さ 0のパスワード文字列が指定されています。

ESME_SYSTEM_ID

(文字列、0～ 15バイト) SMPPサーバーにバインドするとき、MTAのシステム IDを提示
する場合があります。デフォルトでは、システム IDは指定されていません。つまり、長
さ 0の文字列が使用されています。システム IDを指定するには、このオプションを使用
します。

ESME_SYSTEM_TYPE

(文字列、0～ 12バイト) SMPPサーバーにバインドするとき、MTAのシステムタイプを提
示する場合があります。デフォルトでは、指定されているシステムタイプはありませ
ん。つまり、長さ 0の文字列が使用されます。

MAX_PAGES_PER_BIND

(整数 >= 0) SMPPサーバーのなかには、1回のバインドセッション中に送信される最大
SMSメッセージ数を制限するものもあります。このため、このオプションではシングル
セッション中に送信される SMSメッセージの最大数について、規定することができま
す。この制限に達すると、チャネルはアンバインドしてTCP/IP接続を終了してから、再
接続し、再バインドします。

MAX_PAGES_PER_BINDのデフォルトは 1024です。チャネルでは、ESME_RTHROTTLEDエラーも
検出され、1回のチャネルの実行中に必要に応じて MAX_PAGES_PER_BINDが調整されます。

REVERSE_ORDER

(0または 1)電子メールメッセージから複数の SMSメッセージが生成された場合、それら
の SMSメッセージは順次 (REVERSE_ORDER=0)または逆順 (REVERSE_ORDER=1)で SMSCに送信
できます。受信端末が最後に受信したメッセージから先に表示するような場合は、逆順
が便利です。そのような場合、最後に受信したメッセージは、電子メールの末尾部分で
はなく、先頭部分になります。デフォルトでは REVERSE_ORDER=1が使用されます。

このオプションは、895ページの「USE_SAR」=1が指定されている場合は無視されるこ
とに注意してください。

SMPP_MAX_CONNECTIONS

(整数、1～ 50)このオプションは、処理ごとの最大同時 SMPP接続数を制御します。それ
ぞれの接続には関連付けされたスレッドがありますが、このオプションでは、プロセス
ごとの「ワーカー」スレッドの最大数も制限します。デフォルトは
SMPP_MAX_CONNECTIONS=20です。
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SMPP_PORT
(整数、1～ 65535) SMPPサーバーが待機するTCPポートは、このオプションまたは port

チャネルキーワードのどちらかで指定します。このポート番号は、それら 2つのメカニ
ズムのどちらかで指定する必要があります。両方のメカニズムで指定した場合は、
SMPP_PORTオプションによる設定が優先されます。このオプションのデフォルト値はあり
ません。

双方向 SMSの場合は、このポートが SMPPリレーの LISTEN_PORTと同じポートであること
を確認してください。

SMPP_SERVER
(文字列、1～ 252バイト)片方向 SMSの場合、デフォルトの接続先 SMPPサーバーの IPホ
スト名は、チャネルに関連付けられた正式なホスト名 (MTA設定のチャネル定義の 2行目
に示されているホスト名)です。このオプションは、別のホスト名または IPアドレスを指
定するために使用します。このオプションでの指定はチャネル定義での指定より優先さ
れます。IPアドレスを指定する際は、ドット付きの 10進表記で指定します (例:
127.0.0.1)。

双方向 SMSの場合は、SMSGateway Serverのホスト名または IPアドレスをポイントする
ように設定します。SMPPリレーの LISTEN_INTERFACE_ADDRESSオプションを使用している
場合は、指定したネットワークインタフェースアドレスに関連付けられているホスト名
または IPアドレスを必ず使用してください。

TIMEOUT
(整数、>= 2)デフォルトでは、SMPPサーバーへのデータ書き込みが完了するまで、また
はデータが SMPPサーバーから受信されるまでに 30秒のタイムアウトが使用されます。
別のタイムアウト値 (秒)を指定するには、TIMEOUTオプションを使用します。指定する値
は 1秒以上にしてください。

ローカライズオプション
SMSチャネルには、SMSメッセージの作成時に SMSメッセージに付加するいくつかの固
定テキスト文字列があります。これらの文字列は、たとえば電子メールの From:アドレス
や Subject:ヘッダー行に使用されます。この節で説明されているチャネルオプションを
使用して、さまざまな言語用にこれらの文字列のバージョンを指定し、その後チャネル
のデフォルト言語を指定できます。例D–2に、オプションファイルの言語部分を示しま
す。

例D–2チャネルオプションファイルの言語指定部分

LANGUAGE=default-language

[language=i-default]

FROM_PREFIX=From:
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例D–2チャネルオプションファイルの言語指定部分 (続き)

SUBJECT_PREFIX=Subj:

CONTENT_PREFIX=Msg:

LINE_STOP= NO_MESSAGE=[no message]

REPLY_PREFIX=Re:

[language=en]

FROM_PREFIX=From:

SUBJECT_PREFIX=Subj:

CONTENT_PREFIX=Msg:

LINE_STOP=

NO_MESSAGE=[no message]

REPLY_PREFIX=Re:

...

それぞれの [language=x]ブロックでは、その言語に関するローカライズオプションを指
定します。ブロック内の特定のオプションが指定されていない場合は、そのオプション
のグローバル値が使用されます。[language=x]ブロックの外で指定されたローカライズ
オプションが、そのオプションのグローバル値になります。

これから示すオプションでは、文字列値をUS-ASCIIまたはUTF-8文字セットで指定する
必要があります。US-ASCII文字セットは、UTF-8文字セットの特殊な場合です。

CONTENT_PREFIX
(文字列、0～ 252バイト) SMSメッセージで電子メールメッセージの内容自体の前に置く
テキスト文字列。デフォルトのグローバル値はUS-ASCII文字列「Msg:」です。

DSN_DELAYED_FORMAT
(文字列、0～ 256文字)配信遅延通知用の書式設定文字列。デフォルトでは、このオプ
ションには空の文字列が使用されています。この場合、遅延通知の SMSへの変換は行わ
れません。このオプションを有効にするには、885ページ
の「GATEWAY_NOTIFICATIONS」を 1に設定する必要があります。
GATEWAY_NOTIFICATIONS=0の場合、このオプションは無視されます。

DSN_FAILED_FORMAT
(文字列、0～ 256文字)永久的な配信失敗通知用の書式設定文字列。このオプションのデ
フォルト値は次の文字列です。

Unable to deliver your message to $a; no further delivery attempts will be made.

失敗通知の変換が行われないようにするには、このオプションに空の文字列を指定しま
す。このオプションを有効にするには、885ページの「GATEWAY_NOTIFICATIONS」を
1に設定する必要があります。GATEWAY_NOTIFICATIONS=0の場合、このオプションは無視
されます。
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DSN_RELAYED_FORMAT

(文字列、0～ 256文字)リレー通知用の書式設定文字列。デフォルト値は次の文字列で
す。

Your message to $a has been relayed to a messaging system which may not provide a final delivery confirmation

リレー通知の変換が行われないようにするには、このオプションに空の文字列を指定し
ます。このオプションを有効にするには、885ページの「GATEWAY_NOTIFICATIONS」
を 1に設定する必要があります。GATEWAY_NOTIFICATIONS=0の場合、このオプションは無
視されます。

DSN_SUCCESS_FORMAT

(文字列、0～ 256文字)配信成功通知用の書式設定文字列。デフォルト値は次の文字列で
す。

Your message to $a has been delivered

配信成功通知の変換が行われないようにするには、このオプションに空の文字列を指定
します。このオプションを有効にするには、885ページ
の「GATEWAY_NOTIFICATIONS」を 1に設定する必要があります。
GATEWAY_NOTIFICATIONS=0の場合、このオプションは無視されます。

FROM_FORMAT

(文字列、0～ 252バイト) SMSメッセージに挿入する差出人情報を書式設定するテンプ
レート。デフォルトのグローバル値はUS-ASCII文字列「$a」で、差出人の電子メールア
ドレスに置換されます。詳細については、901ページの「書式設定テンプレート」を参照
してください。

FROM_NONE

(文字列、0～ 252バイト)表示する差出人のアドレスがない場合に SMSメッセージに置く
テキスト文字列。デフォルトのグローバル値は空の文字列です。

通常、このオプションは使用されません。一般的に、差出人のアドレスがない電子メー
ルメッセージはサイトで拒否されるからです。

LANGUAGE

(文字列、0～ 40バイト)テキスト文字列の選択源になるデフォルトの言語グループ。指
定されていない場合、言語はホストのデフォルトのロケール指定から生成されます。ホ
ストのロケール設定が利用できない場合や、「C」に対応する場合は、i-defaultが使用さ
れます。i-defaultは、「国際的な対象者を意図した英文テキスト」に相当します。
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LINE_STOP

(文字列、0～ 252バイト) SMSメッセージで電子メールメッセージから抽出された行間に
置くテキスト文字列。デフォルトのグローバル値は、US-ASCIIスペース文字の「」で
す。

NO_MESSAGE

(文字列、0～ 252バイト) SMSメッセージに置く、電子メールメッセージに内容がないこ
とを示すテキスト文字列。デフォルトのグローバル値はUS-ASCII文字列「[no

message]」です。

SUBJECT_FORMAT

(文字列、0～ 252バイト) SMSメッセージでの表示用に、Subject:ヘッダー行の内容を書
式設定するテンプレート。このオプションのデフォルトのグローバル値は、US-ASCII文
字列の「($s)」です。詳細については、901ページの「書式設定テンプレート」を参照し
てください。

Subject:ヘッダー行がない場合や、空の文字列である場合の処理については、
SUBJECT_NONEオプションを参照してください。

SUBJECT_NONE

(文字列、0～ 252バイト)元の電子メールメッセージに Subject:ヘッダー行がないか、
Subject:ヘッダー行の値が空の文字列の場合に表示するテキスト文字列。このオプ
ションのデフォルトのグローバル値は空の文字列です。

DEBUG

(整数、ビットマスク)デバッグ出力を有効にします。デフォルト値は 6であり、警告およ
びエラーメッセージが選択されます。0以外の値を指定すると、チャネル定義で
master_debugを指定した場合と同じく、チャネル自体のデバッグ出力が有効になりま
す。表D–16に、DEBUGビットマスクのビット値を示します。

表D–16DEBUGビットマスク

ビット 値 説明

0-31 -1 きわめて詳細な出力

0 1 情報メッセージ

1 2 警告メッセージ

3 4 エラーメッセージ
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表D–16DEBUGビットマスク (続き)
ビット 値 説明

3 8 サブルーチン呼び出しのトレース

4 16 ハッシュテーブル診断

5 32 I/O診断、受信

6 64 I/O診断、送信

7 128 SMSから電子メールへの変換診断 (モバイルからの発信および SMS通
知)

8 256 PDU診断、ヘッダーデータ

9 512 PDU診断、本文データ

10 1024 PDU診断、タイプの長さ値のデータ

11 2048 オプション処理です。すべてのオプション設定をログファイルに送りま
す。

書式設定テンプレート
899ページの「FROM_FORMAT」、900ページの「SUBJECT_FORMAT」、およびすべて
の DSN_*チャネルオプションで指定される書式設定テンプレートは、UTF-8文字列です。
これには、リテラルテキストと置換シーケンスの組み合わせが含まれている場合があり
ます。例として次の電子メールアドレスを使用します。

Jane Doe <user@siroe>

表D–17に、認識される置換シーケンスを示します。

表D–17置換シーケンス

シーケンス 説明

$a 差出人の電子メールアドレスのローカル部分とドメイン部分で置き換えま
す (例:「user@siroe」)

$d 差出人の電子メールアドレスのドメイン部分で置き換えます (例:「domain」
)

$p 差出人の電子メールアドレスのフレーズ部分 (ある場合)で置き換えます (例:
「Jane Doe」)

$s Subject:ヘッダー行の内容で置き換えます

$u 差出人の電子メールアドレスのローカル部分で置き換えます (例:「user」)

\x リテラル文字「x」で置き換えます
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たとえば、次の書式設定テンプレートがあるとします。

From: $a

このテンプレートは、次のテキスト文字列を生成します。

From: user@siroe

コンストラクタ

${xy:alternate text}

がシーケンス xに関連付けられたテキストで置き換えるために使用される場合がありま
す。このテキストが空の文字列である場合は、シーケンス yに関連付けられたテキスト
が代わりに使用されます。さらにこのテキストが空の文字列である場合は、代替テキス
トで置き換えられます。たとえば、次の書式設定テンプレートがあるとします。

From: ${pa:unknown sender}

これを次の差出人の電子メールアドレスに適用します。

John Doe <jdoe@siroe.com>

このアドレスにはフレーズ部分があるので、テンプレートによって次の結果が生成され
ます。

From: John Doe

今度は、次のアドレスに適用します。

jdoe@siroe.com

このアドレスにはフレーズがないので、次の結果になります。

From: jdoe@siroe.com

さらに、空の差出人アドレスに適用すると、次の結果になります。

From: unknown sender

SMSチャネルをさらに追加する
MTAが複数の SMSチャネルを持つように設定することができます。一般的に、これを行
う理由は 2つあります。

1. 異なる SMPPサーバーと通信するため
この理由はきわめてわかりやすいものです。設定に SMSチャネルを増やすだけで、
(a)別のチャネル名を付与できる (b)別のホスト名を関連付けできるからです。たとえ
ば、次のように指定します。
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sms_mway port 55555 threaddepth 20

smpp.siroe.com

sms_ace port 777 threaddepth 20

sms.ace.net

新しい書き換えルールは不要です。直接一致する書き換えルールがない場合は、
Messaging Severが関連ホスト名を使用してチャネルを検索します。たとえば、
user@host.domainとともにサーバーが提示されている場合、「host.domain」という名
前のチャネルを検索します。このチャネルを見つけた場合は、そのチャネルに
メッセージをルーティングします。これ以外の場合は、「.domain」の書き換えルー
ルを検索し、該当するものがない場合は、ドット (「.」)ルールを検索します。書き換
えルールの詳細については、第 11章を参照してください。

2. 別のチャネルオプションを使用して同一の SMPPサーバーと通信するため
別のチャネルオプションを使用して同一の SMPPサーバーと通信するには、各チャネ
ル定義の 897ページの「SMPP_SERVER」チャネルオプションでその SMPPサーバーを
指定します。

2つの異なるチャネルは同一の正式ホスト名称 (チャネル定義の 2行目に示されるホス
ト名)を持つことができないため、上記のメカニズムを使用する必要があります。異
なるチャネルで同一の SMPPサーバーと通信できるようにするには、それぞれの
チャネルオプションファイルの SMPP_SERVERでその SMPPサーバーを指定して、2つの
別個のチャネルを定義します。

たとえば、次のようなチャネル定義をすることができます。

sms_mway_1 port 55555 threaddepth 20

SMS-DAEMON-1

sms_mway_2 port 55555 threaddepth 20

SMS-DAEMON-2

書き換えルールは次のようになります。

sms-1.siroe.com $u%sms-1.siroe.com@SMS-DAEMON-1

sms-2.siroe.com $U%sms-2.siroe.com@SMS-DAEMON-2

その後、両方で同一の SMPPサーバーを使用できるようにするために、これら 2つの
チャネルそれぞれのオプションファイルで 897ページの「SMPP_SERVER」
=smpp.siroe.comと指定します。

配信再試行の間隔を調整する
一時的なエラーが原因で SMSメッセージが配信されない場合 (たとえば、SMPPサーバー
がアクセス不能な場合)、電子メールメッセージは配信キューに残され、後で再試行が行
われます。別の設定が行われていないかぎり、ジョブコントローラは 1時間後まで配信
を再試行しません。SMSメッセージの場合、これはあまりにも長い待機時間です。した
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がって、SMSチャネルに backoffチャネルキーワードを使用して、短い間隔で配信試行を
指定することをお勧めします。たとえば、次のように指定します。

sms_mway port 55555 threaddepth 20 \

backoff pt2m pt5m pt10m pt30m notices 1

smpp.siroe.com

上記の設定では、再配信試行は最初の試行の 2分後に実行されます。これが失敗した場
合、2回目の試行の 5分後に実行されます。その次は 10分後に実行され、最終的には 30
分ごとに実行されます。notices 1チャネルキーワードを使用すると、1日経っても
メッセージが配信されない場合、そのメッセージは配信不能として戻されます。

片方向設定の例 (MobileWay)
MTASMSチャネルは SMPPV3.4と互換性のある SMPPサーバーで使用できます。この節
では、設定例をわかりやすく示すために、MobileWay SMPPサーバーで使用する場合の
SMSチャネルの設定方法を説明します。MobileWay (http://www.mobileway.com/
(http://www.mobilway.com))は、グローバルデータおよび SMS接続の大手供給元です。
MobileWayを介して SMSトラフィックをルーティングすることによって、世界中の主要
な SMSネットワーク上の SMS加入者にアクセスできます。

MobileWayで SMPPアカウントを取得する際、次の質問に答えるように求められます。

� SMPPクライアントの IPアドレス:インターネット上のほかのドメインから見えるとお
りにMessaging Serverシステムの IPアドレスを入力します。

� デフォルトの有効期間:これは、送信した SMSメッセージに有効期間が指定されてい
ない場合にMobileWayで使用される SMS有効期間です。この有効期間内に配信できな
い SMSメッセージは破棄されます。妥当な値を指定してください (2日間、7日間な
ど)。

� ウィンドウサイズ:これは、追加の SMSメッセージを送信する前に、SMPPクライアン
トが停止して SMPPサーバーからの応答を待つまでに送信する最大 SMSメッセージ数
です。値として 1メッセージを指定する必要があります。

� タイムゾーン: Messaging Serverシステムが動作するタイムゾーンを指定します。タイ
ムゾーンは、GMTからのオフセットで指定してください。

� タイムアウト:片方向 SMSメッセージングの場合は無関係です。
� 外部バインド要求用の IPアドレスおよびTCPポート:片方向 SMSメッセージングの場
合は無関係です。

MobileWayに上記の質問に対する答えを指定すると、SMPPアカウントと SMPPサーバー
との通信に必要な情報が提供されます。次の情報が含まれます。

Account Address: a.b.c.d:p

Account Login: system-id

Account Passwd: secret

SMSチャネルの設定

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月904

http://www.mobilway.com
http://www.mobilway.com


AccountAddressフィールドは、IPアドレス a.b.c.dおよび接続先のMobileWay SMPPサー
バーのTCPポート番号 pです。897ページの「SMPP_SERVER」および 897ページ
の「SMPP_PORT」の各チャネルオプションにこれらの値を使用します。Account Loginお
よびAccount Passwdは、それぞれ、896ページの「ESME_SYSTEM_ID」および 896ページ
の「ESME_PASSWORD」の各チャネルオプションに使用される値です。この情報を使用
して、チャネルオプションファイルには次の内容を含めます。

SMPP_SERVER=a.b.c.d

SMPP_PORT=p

ESME_SYSTEM_ID=system-id

ESME_PASSWORD=secret

MobileWayと相互運用するには、さらに 2つのオプションを設定する必要があります。

ESME_ADDRESS_TON=0x01

DEFAULT_DESTINATION_TON=0x01

imta.cnfファイルで書き換えルールは次のように示されます。

sms.your-domain $u@sms.your-domain

imta.cnfファイルでチャネル定義は次のように示されます。

sms_mobileway

sms.your-domain

チャネルオプションファイル、書き換えルール、およびチャネル定義の設定が完了する
と、テストメッセージを送信できます。MobileWayでは、次の形式の国際的なアドレス
指定が必要です。

+<country-code><subscriber-number>

たとえば、テストメッセージを北アメリカの加入者 (加入者番号 (800) 555-1212)に送信す
るには、電子メールメッセージの宛先を次のように指定します。

+18005551212@sms.your-domain

デバッグ
チャネルをデバッグするには、チャネル定義で master_debugチャネルキーワードを指定
します。たとえば、次のように指定します。

sms_mway port 55555 threaddepth 20 \

backoff pt2m pt5m pt10m pt30m notices 1 master_debug

master_debugチャネルキーワードを指定すると、チャネルの動作についての基本的な診
断情報がチャネルのログファイルに出力されます。チャネルによって実行された SMPP
トランザクションの詳細な診断情報が必要な場合は、さらに次のことを指定します。

DEBUG=-1
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この指定はチャネルのオプションファイルに行います。

双方向 SMS用に SMSチャネルを設定する
SMSチャネルの設定についての一般的な説明は、前出の 877ページの「SMSチャネルの
設定」以降の項を参照してください。表D–18に示されている例外を除いて、リモート
SMSCと直接通信している場合と同じように SMSチャネルを設定します。

表D–18双方向設定での例外

例外 説明

masterチャネルキーワード masterチャネルキーワードが指定されている場合は、削除します。

このチャネルキーワードは SMSチャネル設定には不要です。

SMPP_SERVER SMSGateway Serverのホスト名または IPアドレスをポイントするよ
うに設定します。SMPPリレーの LISTEN_INTERFACE_ADDRESSオプ
ション (917ページの「設定オプション」を参照)を使用している場
合は、指定されているネットワークインタフェースアドレスに関連
付けられているホスト名または IPアドレスを必ず使用します。

SMPP_PORT SMPPリレーのインスタンス化に使用される LISTEN_PORTの設定で
使用されているものと同じTCPポートです (914ページの「SMPPリ
レー」を参照)。

DEFAULT_SOURCE_ADDRESS 値を選んでから、リモート SMSCがこのアドレスをGateway SMPP
サーバーに戻すように設定します。SMSチャネルのオプション
ファイルで、選択した値をこのオプションに指定します。

GATEWAY_PROFILE ゲートウェイプロファイル名と一致するように設定します。詳細に
ついては、914ページの「ゲートウェイプロファイル」を参照して
ください。

USE_HEADER_FROM 0に設定します。

上記以外のすべてのチャネル設定は、SMSチャネルマニュアルで説明されているように
設定する必要があります。

911ページの「双方向 SMSルーティングを設定する」で説明されているように、リモー
ト SMSCは、LISTEN_PORTオプションで指定されているTCPポート番号を使用して、
DEFAULT_SOURCE_ADDRESSチャネルオプションで定義されている SMSアドレスをGatewayの
SMPPサーバーにルーティングするように設定されている必要があります (LISTEN_PORTの
設定方法については、915ページの「SMPPサーバー」を参照)。

複数の SMSチャネルが同一の SMPPリレーを使用することもできます。同様に、複数の
SMSチャネルに対する SMS返信および通知を処理するには、SMPPサーバーまたはゲー
トウェイプロファイルが 1つだけ必要です。複数のリレー、サーバー、およびゲート
ウェイプロファイルが設定可能であることには、設定オプションを介してさまざまな使
用上の特徴を有効にすることができるという意義があります。
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SMSGatewayServerの動作方式
SMSGateway Serverは、モバイルで作成された SMSメッセージを正しい電子メールアドレ
スに一致させるメカニズムを提供することで、双方向 SMSをサポートします。この節に
は、SMSGateway Serverに関する次の項目があります。

� 907ページの「SMSGateway Serverの機能」
� 907ページの「SMPPリレーおよびサーバーの動作」
� 909ページの「SMSの返信および通知の処理」

SMSGatewayServerの機能
SMSGateway Serverは、同時に SMPPリレーとサーバーの両方として機能します。SMS
Gateway Serverは、各機能の複数の「インスタンス」を持つように設定できます。たとえ
ば、3つの SMPPリレーを持ち、それぞれが異なるTCPポートまたはネットワークインタ
フェースを待機し、異なる SMPPサーバーにリレーを行うように設定できます。同様
に、4つの SMPPサーバーを持ち、それぞれが異なるTCPポートとネットワークインタ
フェースの組み合わせを待機するように設定できます。

SMSGateway Serverは、SMSメッセージを電子メールに送信するためのゲートウェイプロ
ファイルで設定します (ゲートウェイプロファイルはない場合もある)。各ゲートウェイ
プロファイルには、プロファイルと一致する宛先 SMSアドレス、SMSメッセージから宛
先電子メールアドレスを抽出する方法、および SMSから電子メールへの変換プロセスの
さまざまな特徴を記述します。SMPPリレーまたはサーバーを介して SMSGateway Server
に提示された各 SMSメッセージは、各プロファイルと照合されます。一致するものが見
つかると、メッセージは電子メールにルーティングされます。

ゲートウェイプロファイルには、電子メールからモバイルに送信されたメッセージに応
答してリモート SMSCが返した通知メッセージの処理方法も定義されています。

SMPPリレーおよびサーバーの動作
SMSGateway Serverは SMPPリレーとして機能しているとき、可能なかぎり透過的に動作
します。ローカル SMPPクライアントからのすべての要求をリモート SMPPサーバーにリ
レーし、リモートサーバーの応答をリレーして返します。次の 2つの例外があります。

� ローカル SMPPクライアントから、設定済みのゲートウェイプロファイルと一致する
SMS宛先アドレスを持つメッセージが送信された場合、その SMSメッセージは電子
メールに直接送り返されます。つまり、SMSメッセージはリモート SMPPサーバーに
リレーされません。

� ローカルまたはリモート SMPPクライアントから、過去の SMPPリレーで生成された
一意の SMSソースアドレスと一致する SMS宛先アドレスを持つメッセージが送信さ
れた場合、SMSメッセージは過去にリレーされたメッセージへの返信となります。こ
の返信は、元のメッセージの差出人に送信されます。
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一般的に、SMSGateway Serverは、生成した一意の SMSソースアドレスがゲートウェイプ
ロファイルのどれかに一致するように設定されることに注意してください。

注 – SMSGateway Serverの SMPPリレーは、正規の Sun Java System SMPPクライアント、つ
まり Sun Java SystemMessaging Serverの SMSチャネルとともに使用する場合のみを対象に
しています。これ以外の SMPPクライアントとともに使用する場合は対象にしていませ
ん。

SMSGateway Serverが SMPPサーバーとして機能する場合、以下の 3つの状況で SMS
メッセージは電子メールに送信されます。

� SMSメッセージはモバイルで作成されたものであり、ゲートウェイプロファイルと一
致する。

� SMSメッセージはモバイルで作成されたものであり、SMS宛先アドレスが過去に生成
された一意の SMSソースアドレスと一致する。

� SMSメッセージは、過去に SMSGateway Serverの SMPPリレーによってリレーされた
電子メールからモバイルへのメッセージに対応する SMS通知である。

上記以外のすべての SMSメッセージは SMPPサーバーによって拒否されます。

リモート SMPPからゲートウェイ SMPPへの通信
リモート SMPPクライアントは、プロトコルデータユニット (PDU)を使用してゲート
ウェイ SMPPサーバーに通信します。リモート SMPPクライアントは、要求 PDUを出し
ます。ゲートウェイ SMPPサーバーはこの PDUに対して応答します。ゲートウェイ
SMPPサーバーは同期的に動作します。ゲートウェイ SMPPサーバーは、要求 PDUへの
応答を完了してから、接続している SMPPクライアントからの次の要求 PDUを処理しま
す。

表D–19に、ゲートウェイ SMPPサーバーが処理する要求 PDUおよびゲートウェイ SMPP
サーバーの応答を示します。

表D–19SMPPサーバーのプロトコルデータユニット

要求PDU SMPPサーバーの応答

BIND_TRANSMITTERBIND_

TRANSCEIVERUNBIND

適切な応答 PDUとともに応答します。認証資格は無視されます。

OUTBIND ゲートウェイ SMPPサーバーは BIND_RECEIVER PDUを返します。提示された認証
資格は無視されます。
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表D–19SMPPサーバーのプロトコルデータユニット (続き)
要求PDU SMPPサーバーの応答

SUBMIT_SMDATA_SM 宛先 SMSアドレスと一意の SMSソースアドレスまたはゲートウェイプロファイ
ルの SELECT_RE設定の照合を試行します。どれも一致しない場合は、PDUは拒
否され、ESME_RINVDSTADRエラーが発生します。

DELIVER_SM 宛先 SMSアドレスまたは履歴レコードにある受信確認済みメッセージ IDのどち
らかの検出を試行します。どちらも一致しない場合は、ESME_RINVMSGIDエラー
を返します。

BIND_RECEIVER サポートされていません。ESME_RINVCMDIDエラーとともに GENERIC_NAK PDUを返
します。

SUBMIT_MULTI サポートされていません。ESME_RINVCMDIDエラーとともに GENERIC_NAK PDU
を返します。

REPLACE_SM サポートされていません。ESME_RINVCMDIDエラーとともに GENERIC_NAK PDU
を返します。

CANCEL_SM サポートされていません。ESME_RINVCMDIDエラーとともに GENERIC_NAK PDU
を返します。

QUERY_SM サポートされていません。ESME_RINVCMDIDエラーとともに GENERIC_NAK PDUを返
します。

QUERY_LAST_MSGS サポートされていません。ESME_RINVCMDIDエラーとともに GENERIC_NAK PDUを返
します。

QUERY_MSG_DETAILS サポートされていません。ESME_RINVCMDIDエラーとともに GENERIC_NAK PDUを返
します。

ENQUIRE_LINK ENQUIRE_LINK_RESP PDUを返します。

ALERT_NOTIFICATION 受け入れられますが、無視されます。

SMSの返信および通知の処理
SMSGateway Serverは、SMPPリレーで中継した各 SMSメッセージの履歴レコードを管理
しています。履歴データを使用する必要性は、電子メールメッセージを SMSに送信する
場合、メッセージの差出人の電子メールアドレスを SMSソースアドレスに変換すること
は一般的に不可能であることから生じています。SMSの返信および通知はすべて SMS
ソースアドレスに送信されるため、問題が発生します。この問題は、自動的に生成され
た一意の SMSソースアドレスをリレーされるメッセージで使用することで解消されま
す。それによって、リモート SMSCは SMSソースアドレスをゲートウェイ SMPPサー
バーに返すように設定されます。

履歴データは、メッセージ IDおよび生成された一意の SMSソースアドレスのメモリー内
のハッシュテーブルとして表されます。このデータは、関連する電子メールの発信デー
タとともにディスクに保存されます。ディスクベースのストレージは一連のファイルで
す。各ファイルはトランザクションの HASH_FILE_ROLLOVER_PERIOD秒 (デフォルトは 30分)
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に相当します。各ファイルは、RECORD_LIFETIME秒間 (デフォルトは 3日間)保持されま
す。履歴データのメモリー内とディスク上のリソース要件については、『Sun Java System
Communications Services 6 2005Q4配備計画ガイド』を参照してください。

各レコードは、次の 3つのコンポーネントから成ります。

� 電子メールの発信データ (エンベロープ From:およびTo:アドレスなど)。このデータ
は、MTASMSチャネルがメッセージを送信する際に提供されます。

� SMPPリレーによって生成され、リレー対象の SMSメッセージに挿入された一意の
SMSソースアドレス。

� リモート SMSCの SMPPサーバーが送信を受け入れるときに返す受信確認済み
メッセージ ID。

SMS返信のルーティングプロセス
Gateway SMPPリレーおよびサーバーは、履歴レコードを使用して SMS返信、SMS通知、
およびモバイルで作成されたメッセージを処理します。SMSメッセージが SMPPリレー
またはサーバーに提示されると、次のルーティングプロセスが実行されます。

1. SMS宛先アドレスが履歴レコードに照合され、過去に SMPPリレーが生成した一意の
SMSソースアドレスに一致するものがあるかどうか調べられます。一致するものが見
つかった場合は、手順 6へ進みます。

2. 一致するものはないが、メッセージが SMS通知 (SMPP DELIVER_SM PDU)である場合、
受信確認済みメッセージ ID (存在する場合)が履歴レコードと照合されます。一致する
ものが見つかった場合は、手順 8へ進みます。[SMSGateway Serverでは、実際に
メッセージを SMPPリレーまたは SMPPサーバーのどちらかに提示することができ
る。]

3. 一致するものがない場合、宛先 SMSアドレスは各設定済みゲートウェイプロファイル
の SELECT_REオプション表現と照合されます。一致するものが見つかった場合は、手
順 9へ進みます。

4. 一致するものがなく、SMSメッセージがゲートウェイ SMPPリレーに提示された場
合、メッセージはリモート SMPPサーバーにリレーされます。

5. 一致するものがなく、SMSメッセージがゲートウェイ SMPPサーバーに提示された場
合、メッセージは無効なメッセージであると判断され、SMPP応答 PDU内にエラー応
答が返されます。電子メールから SMSの場合、最終的に配信不能通知 (NDN)が生成
されます。

6. 一致する SMSソースアドレスが見つかった場合は、SMSメッセージは返信であるか通
知メッセージであるかどうかについてさらに調べられます。通知メッセージであるた
めには、受信確認済みメッセージ IDを持つ SUBMIT_SM PDUである必要があります。
それ以外の場合は、返信であると見なされます。

7. 返信である場合は、履歴レコードにある元の電子メール情報を使用して、SMS
メッセージは電子メールメッセージに変換されます。
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8. 通知である場合は、RFC 1892～ 1894に従って、SMSメッセージは電子メール配信ス
テータス通知 (DSN)に変換されます。元の電子メールメッセージの ESMTP NOTIFYフ
ラグ (RFC 1891)が使用されることに注意してください (たとえば、SMSメッセージ
は「成功」DSNであるが、元の電子メールメッセージは「失敗」通知のみを要求して
いた場合、この SMS通知は破棄される)。

9. 宛先 SMSアドレスが設定済みゲートウェイプロファイルの SELECT_REオプションに一
致した場合、SMSメッセージはモバイルで作成されたメッセージとして扱われ、その
ゲートウェイプロファイルの PARSE_RE_nルールに従って電子メールメッセージに変換
し直されます。変換に失敗した場合、SMSメッセージは無効になり、エラー応答が返
されます。

SMSGatewayServerの設定
この節では、電子メールからモバイルおよびモバイルから電子メールの両方の機能を使
用する場合の SMSGateway Serverの設定方法について説明します。この節には、次の項目
があります。

� 911ページの「双方向 SMSルーティングを設定する」
� 912ページの「SMSGateway Serverの有効化と無効化」
� 913ページの「SMSGateway Serverの起動と停止」
� 913ページの「SMSGateway Serverの設定ファイル」
� 913ページの「Gateway Server上に電子メールからモバイルの処理を設定する」
� 916ページの「モバイルから電子メールの処理を設定する」
� 917ページの「設定オプション」
� 931ページの「双方向 SMSの設定例」

双方向 SMSルーティングを設定する
MTAと SMSC間の双方向の電子メールおよび SMSルーティングを設定する場合に推奨さ
れる方法は、次の 3手順のプロセスです。

� 911ページの「SMSアドレスプレフィックスを設定する」– SMSアドレスプレ
フィックスを選択します。10文字以内の任意のプレフィックスが使用できます。

� 912ページの「ゲートウェイプロファイルを設定する」– SMSGateway Serverに使用す
るためにそのプレフィックスを確保します (ゲートウェイプロファイルを設定する)。

� 912ページの「SMSCを設定する」–そのプレフィックスで始まる SMSゲートウェイ
SMPPサーバーに SMS宛先アドレスをルーティングするように、SMSCを設定しま
す。モバイルで作成された電子メールには、プレフィックスのみがあります。返信お
よび通知には、プレフィックスに続いて 10桁の 10進法の数字があります。

SMSアドレスプレフィックスを設定する
MTASMSチャネルによって生成されたソース SMSアドレスは、選択した SMSアドレスプ
レフィックスに一致するように設定する必要があります。次の設定を行います。
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� MTASMSチャネルオプションを次のように設定します。
USE_HEADER_FROM=0

DEFAULT_SOURCE_ADDRESS=prefix
最初の設定によって、チャネルは、電子メールメッセージにある情報から SMSソース
アドレスを設定しなくなります。2番目の設定によって、ほかのソースから設定され
ていない場合、SMSソースアドレスは選択したプレフィックスに設定されます。

� 受け入れて電子メールにルーティングする SMS宛先アドレスとして、プレフィックス
を認識します。これを行うには、SELECT_REゲートウェイプロファイルオプションを
次のように指定します。

SELECT_RE=prefix

ゲートウェイプロファイルを設定する
次に、SMSGateway Serverのゲートウェイプロファイルを設定して、リレー対象のすべて
の SMSソースアドレスを一意にする必要があります。これはデフォルト設定ですが、
ゲートウェイプロファイルオプション MAKE_SOURCE_ADDRESSES_UNIQUE=1を指定することに
よって明示的に設定することもできます。この設定によって、リレー対象の SMSソース
アドレスは次の形式になります。

prefixnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnは、一意の 10桁の 10進数です。

SMSCを設定する
最後に、SMSCを設定して、プレフィックス (プレフィックスのみ、またはプレフィック
スと 10桁の 10進数のどちらか)と一致するすべての SMS宛先アドレスを SMSGateway
Serverの SMPPサーバーにルーティングする必要があります。このようなルーティングの
正規表現は、次のようになります。

prefix([0-9]{10,10}){0,1}

prefixは DEFAULT_SOURCE_ADDRESSの値です。[0-9]は 10桁の 10進数として許容される値
を示し、{10, 10}は最小値が 10桁あり、最大値が 10桁あるということを示します。{0, 1}
は、ゼロまたは 10桁の数字のどれかが可能であることを示します。

SMSGatewayServerの有効化と無効化
� SMSGateway Serverを有効にするには、configutilパラメータ local.smsgateway.enable

の値を 1に設定する必要があります。これを設定するには、次の設定ユーティリ
ティーコマンドを使用します。

# configutil -o local.smsgateway.enable -v 1

� SMSGatewey Serverを無効にするには、local.smsgateway.enableの値を 0に設定しま
す。これには次のコマンドを使用します。

SMSGateway Serverの設定

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月912



# configutil -o local.smsgateway.enable -v 0

SMSGatewayServerの起動と停止
SMSGateway Serverが有効になった後は、次のコマンドを使用して起動および停止するこ
とができます。

# start-msg sms

および

# stop-msg sms

SMSGatewayServerの設定ファイル
SMSGateway Serverが機能するためには、設定ファイルが必要です。設定ファイルは、
UTF-8を使用してエンコードされたUnicodeテキストファイルです。設定ファイルは、
ASCIIテキストファイルの場合もあります。ファイル名は次のようにする必要がありま
す。

installation-directory/config/sms_gateway.cnf

ファイル内の各オプション設定は、次の形式です。

option-name=option-value

オプショングループに属しているオプションは、次の形式で表示されます。

[group-type=group-name]

option-name-1=option-value-1

option-name-2=option-value-2

...

option-name-n=option-value-n

GatewayServer上に電子メールからモバイルの処
理を設定する
双方向 SMSの電子メールからモバイルの部分を実装するには、次の設定を行う必要があ
ります。

� 914ページの「ゲートウェイプロファイル」
� 914ページの「SMPPリレー」
� 915ページの「SMPPサーバー」
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ゲートウェイプロファイル
電子メールからモバイルへのゲートウェイプロファイルを設定するには、次の手順に従
います。

� 電子メールからモバイルへのゲートウェイプロファイルを設定す
るには

SMSGateway Server設定ファイルにゲートウェイプロファイルを追加します。

オプショングループを追加するには、次の形式を使用します。

[GATEWAY_PROFILE=profile_name]

option-name-1=option-value-1

option-name-2=option-value-2a

...

option-name-n=option-value-n

上記の形式のゲートウェイプロファイル名 profile_nameの長さは、11バイトを超えない
ようにしてください。この名前は、SMSチャネルオプションファイルの GATEWAY_PROFILE

チャネルオプションの名前と同じである必要があります。名前は、大文字と小文字が区
別されません。有効なチャネルオプションの一覧は、881ページの「使用可能なオプ
ション」を参照してください。

ゲートウェイプロファイルオプション (例: SMSC_DEFAULT_CHARSET)を、リモート SMSCの特
徴と一致するように設定します。

SMSチャネルの電子メールの特徴と一致するように、ほかのゲートウェイプロファイル
オプションを設定します。

ゲートウェイプロファイルオプションの詳細については、925ページの「ゲートウェイプ
ロファイルのオプション」を参照してください。

CHANNELオプションを設定します。

値をMTASMSチャネルの名前に設定します。

ゲートウェイを介して通知が電子メールに送信される場合、結果の電子メールメッセー
ジはこのチャネル名を使用してMTAのキューに入れられます。

SMPPリレー
SMPPリレーを設定するには、次の手順を実行します。

1

2

3

4
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� SMPPリレーを設定するには

SMPPリレーインスタンス (オプショングループ)を SMSGateway Serverの設定ファイルに追
加します。

オプショングループを追加するには、次の形式を使用します。

[SMPP_RELAY=relay_name]

option-name-1=option-value-1

option-name-2=option-value-2

...

option-name-n=option-value-n

リレー名には任意の名前を使用できます。その名前が同一の設定ファイル内のほかの
SMPPリレーインスタンスに使用されていないことにのみ注意してください。

LISTEN_PORTオプションを設定します。

SMSチャネルの SMPP_PORTオプションに使用される値は、リレーの LISTEN_PORTオプ
ションで使用される値と一致する必要があります。LISTEN_PORTのTCPポート番号を選択
します。このTCPポート番号には、ほかの SMPPリレーまたはサーバーインスタンスで
使用されていないもの、同一のコンピュータ上で実行されているほかのサーバーで使用
されていないものを選択します。

SERVER_HOSTオプションを設定します。

リレーの SERVER_HOSTオプションは、リモート SMSCの SMPPサーバーのホスト名を示す
必要があります。ホスト名の代わりに IPアドレスを使用することもできます。

SERVER_PORTオプションを設定します。

リレーの SERVER_PORTオプションは、リモート SMSCの SMPPサーバーのTCPポートを示
す必要があります。

SMPPリレーオプションの詳細については、921ページの「SMPPリレーオプション」を
参照してください。

SMPPサーバー
SMPPサーバーを設定するには、次の手順を実行します。

� SMPPサーバーを設定するには

SMPPサーバーインスタンス (オプショングループ)を SMSGateway Serverの設定ファイルに
追加します。

オプショングループを追加するには、次の形式を使用します。

[SMPP_SERVER=server_name]

option-name-1=option-value-1

option-name-2=option-value-2...

option-name-n=option-value-n

1

2

3

4
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サーバー名には任意の名前を使用できます。その名前が同一の設定ファイル内のほかの
SMPPサーバーインスタンスに使用されていないことにのみ注意してください。

LISTEN_PORTオプションを設定します。

ほかのサーバーまたはリレーインスタンスに使用されていないTCPポート番号を選択し
ます。また、ポート番号は、同一コンピュータ上のほかのサーバーで使用されていない
ものにしてください。

このTCPポートを使用して SMPPを介して通知を SMSGateway Serverシステムにルー
ティングするように、リモート SMSCを設定する必要があります。

SMPPサーバーオプションの詳細については、924ページの「SMPPサーバーオプ
ション」を参照してください。

モバイルから電子メールの処理を設定する
モバイルから電子メールの処理を設定するには、2つの設定手順を実行する必要がありま
す。

� 916ページの「モバイルから電子メールへのゲートウェイプロファイルを設定する」
� 917ページの「モバイルから電子メールの SMPPサーバーを設定する」

複数のゲートウェイプロファイルは同一の SMPPサーバーインスタンスを使用すること
もできます。実際、SMPPサーバーインスタンスは、電子メールからモバイル、モバイル
から電子メールの両方の用途に使用される場合があります。

モバイルから電子メールへのゲートウェイプロファイルを設定す
る
モバイルが起点である場合、ゲートウェイプロファイルは 2つの重要な情報を提供しま
す。そのゲートウェイプロファイルを使用する SMSメッセージを特定する方法とその
SMSメッセージを電子メールメッセージに変換する方法です。このプロファイルは、電
子メールからモバイルの場合と同じものが使用できます。ただし、SELECT_REオプション
を追加する必要があります。

ゲートウェイプロファイルを設定するには、次の手順に従います。

� ゲートウェイプロファイルを設定するには

SMSGateway Serverの設定ファイルにゲートウェイプロファイル (オプショングループ)を
追加します。

オプショングループを追加するには、次の形式を使用します。

[GATEWAY_PROFILE=profile_name]

option-name-1=option-value-1

option-name-2=option-value-2

...

option-name-n=option-value-n

2

1
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プロファイル名には、11文字以内の任意の名前を使用できます。同一の設定ファイル内
のほかのゲートウェイプロファイルで使用されていない名前にしてください。

各ゲートウェイプロファイルに、SELECT_REオプションを指定する必要があります。

このオプションの値には、SMS宛先アドレスと照合できるようにASCII正規表現を使用
します。SMS宛先アドレスが正規表現と一致した場合は、SMSメッセージはゲート
ウェイを介して電子メールに送信されます。このとき、一致したプロファイルで示され
ている特徴が使用されます。

重複する一連の SMSアドレスを持つ複数のゲートウェイプロファイルを設定することは
可能です (たとえば、アドレス 000と一致するプロファイルとほかの任意の 3桁のアドレ
スと一致する別のプロファイル)。ただし、これは避けてください。SMSメッセージが 1
つのゲートウェイプロファイル (一致する最初のプロファイル)のみに渡されることにな
るからです。また、SMSアドレスが照合される順序が不定になるからです。

CHANNELオプションを設定します。

この値はMTASMSチャネルの名前にする必要があります。

モバイルを起点とする場合のオプションの詳細については、925ページの「ゲートウェイ
プロファイルのオプション」を参照してください。

モバイルから電子メールの SMPPサーバーを設定する
SMPPサーバーの追加方法は、電子メールからモバイルの SMPPサーバーの場合と同じで
す (915ページの「SMPPサーバー」を参照)。

SMS通信をゲートウェイ SMPPサーバーにルーティングするように、リモート SMSCを設
定する必要があります。そのためには、SMSCがモバイルから電子メールへの通信をルー
ティングするために使用する SMS宛先アドレスが、ゲートウェイプロファイルオプ
ション SELECT_REに設定された値である必要があります。

たとえば、モバイルから電子メールの通信に SMSアドレス 000を使用する場合、SMS宛
先アドレス 000の通信をゲートウェイ SMPPサーバーにルーティングするように SMSCを
設定する必要があります。ゲートウェイプロファイルは SELECT_RE=000のオプション設定
を使用する必要があります。

設定オプション
この節では、SMSGateway Server設定ファイルのオプションについて詳しく説明します。
次の表に、すべての使用可能な設定オプションの一覧を簡単な説明とともに示します。
グローバルオプション、SMPPリレーオプション、SMPPサーバーオプション、および
SMSGateway Serverプロファイルオプションそれぞれについての表があります。

各表に続く項目では、すべての使用可能な設定オプションについて詳しく説明します。
以下の項目があります。

� 918ページの「グローバルオプション」

2

3
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グローバルオプションは、設定ファイルの最上部 (どのオプショングループよりも前)
に配置する必要があります。これ以外のオプションは、オプショングループ内に配置
してください。

� 921ページの「SMPPリレーオプション」
� 924ページの「SMPPサーバーオプション」
� 925ページの「ゲートウェイプロファイルのオプション」

グローバルオプション
現在のところ、SMSGateway Serverには、次の 3つのカテゴリのグローバルオプションが
あります。

� 919ページの「スレッドチューニングオプション」
� 919ページの「履歴データの調整」
� 920ページの「その他」

グローバルオプションはすべて、設定ファイルの最上部 (どのオプショングループよりも
前)に指定する必要があります。表D–20に、グローバル設定オプションをすべて示しま
す。

表D–20グローバルオプション

オプション デフォルト 説明

920ページの「DEBUG」 6 生成される診断出力のタイプを選択します

920ページの「HISTORY_FILE_DIRECTORY」 履歴データのファイルの絶対ディレクトリパス
です

920ページの「HISTORY_FILE_MODE」 0770 履歴データのファイルへの許可です

920ページ
の「HISTORY_FILE_ROLLOVER_PERIOD」

30 分 1つの履歴データのファイルに書き込むための
最大時間です

921ページの「LISTEN_CONNECTION_MAX」 すべての SMPPリレーおよびサーバーインスタ
ンスでの最大同時受信接続数です

920ページの「RECORD_LIFETIME」 3 日 履歴データアーカイブのレコードの存続期間で
す

919ページの「THREAD_COUNT_INITIAL」 10 スレッド 最初のワーカースレッド数です

919ページの「THREAD_COUNT_MAXIMUM」 50 スレッド 最大ワーカースレッド数です

919ページの「THREAD_STACK_SIZE」 64K バイト 各ワーカースレッドのスタックサイズです
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スレッドチューニングオプション
各受信TCP接続はそれぞれが 1つの SMPPセッションです。セッションの処理は、ス
レッドプールのワーカースレッドによって行われます。セッションの処理を I/O要求が完
了するまで待つ必要がある場合は、ワーカースレッドはそのセッションを保留し、ほか
の処理を実行します。I/O要求が完了すると、プール内の使用されていないワーカース
レッドによってセッションが再開されます。

以下のオプションを使用して、ワーカースレッドのプールの処理を調整できます。
919ページの「THREAD_COUNT_INITIAL」、919ページ
の「THREAD_COUNT_MAXIMUM」、919ページの「THREAD_STACK_SIZE」。

THREAD_COUNT_INITIAL
(整数、> 0)ワーカースレッドのプールに最初に作成するスレッド数。この数には、メモ
リー内の履歴データ専用に使用されるスレッド (2スレッド)を含みません。また、着信
TCP接続の待機専用に使用されるスレッド (SMSGateway Serverが待機するTCPポートお
よびインタフェースアドレスペアにつき 1スレッド)も含みません。
THREAD_COUNT_INITIALのデフォルト値は 10スレッドです。

THREAD_COUNT_MAXIMUM
(整数、>= THREAD_COUNT_INITIAL)ワーカースレッドのプールに許可する最大スレッド
数。デフォルト値は 50スレッドです。

THREAD_STACK_SIZE
(整数、> 0)ワーカースレッドのプール内の各ワーカースレッドのスタックサイズ (単位:
バイト)。デフォルト値は 65,536バイト (64Kバイト)です。

履歴データの調整
SMSメッセージのリレー時、受信側のリモート SMPPサーバーによって生成される
メッセージ IDは、メモリー内のハッシュテーブルに保存されます。このメッセージ ID
とともに、元の電子メールメッセージについての情報も保存されます。その後メッセー
ジ IDが SMS通知によって参照された場合、この情報が取り出されることがあります。取
り出された情報は、SMS通知を適切な電子メール受取人に送信するために使用されま
す。

メモリー内のハッシュテーブルは、専用のスレッドでディスクに返されます。その結果
ディスクファイルは「履歴ファイル」として参照されます。履歴ファイルは、次の 2つ
の目的で使用されます。SMSGateway Serverを再起動した後にメモリー内ハッシュテーブ
ルを復元するのに必要なデータを不揮発性の形式で保存するため、また、非常に長くな
る可能性のあるデータをディスクに保存することによって、仮想メモリーを節約するた
めです。各履歴ファイルは、HASH_FILE_ROLLOVER_PERIOD秒間のみ書き込まれます。この
時間を過ぎると、ファイルは終了し、新しい履歴ファイルが作成されます。履歴ファイ
ルの存続期間が RECORD_LIFETIME秒を超えると、ファイルはディスクから削除されます。
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履歴ファイルの調整には次のオプションが使用できます。920ページ
の「HISTORY_FILE_DIRECTORY」、920ページの「HISTORY_FILE_MODE」、920ペー
ジの「HISTORY_FILE_ROLLOVER_PERIOD」、920ページの「RECORD_LIFETIME」。

HISTORY_FILE_DIRECTORY

(文字列、絶対ディレクトリパス)履歴ファイルの書き込み先のディレクトリへの絶対パ
ス。ディレクトリパスが存在しない場合は作成されます。このオプションのデフォルト
値は、次のとおりです。

msg_svr_base/data/sms_gateway_cache/

使用するディレクトリは、相応に高速なディスクシステム上に存在し、予測される保存
量よりも大きい空き容量がある必要があります。このオプションをより適切な値に変更
するには、933ページの「SMSGateway Serverのストレージ要件」を参照してください。

HISTORY_FILE_MODE

(整数、8進値)履歴ファイルに関連付けるファイル許可。デフォルトでは、0770 (8進値)
の値が使用されています。

HISTORY_FILE_ROLLOVER_PERIOD

(整数、秒)現在の履歴ファイルが終了し、新しいものが HASH_FILE_ROLLOVER_PERIOD秒ご
とに作成されます。デフォルトでは、1800秒 (30分)の値が使用されています。

RECORD_LIFETIME

(整数、秒 > 0)履歴レコードの存続期間 (単位:秒)。この存続期間を過ぎたレコードは、メ
モリーから消去されます。この存続期間を過ぎた履歴ファイルは、ディスクから削除さ
れます。デフォルトでは、259,200秒 (3日)の値が使用されています。メモリーに保存さ
れているレコードは、メモリー内データの管理専用のスレッドによって一斉に消去され
ます。この消去は、HASH_FILE_ROLLOVER_PERIOD秒ごとに実行されます。ディスク上の
ファイルは、新しい履歴ファイルを開く必要が生じたときに消去されます。

その他
その他のオプションには、次の 2つがあります。920ページの「DEBUG」および 921ペー
ジの「LISTEN_CONNECTION_MAX」です。

DEBUG

(整数、ビットマスク)デバッグ出力を有効にします。デフォルト値は 6であり、警告およ
びエラーメッセージが選択されます。

表D–21に、DEBUGビットマスクのビット値を示します。
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表D–21DEBUGビットマスク

ビット 値 説明

0-31 -1 きわめて詳細な出力

0 1 情報メッセージ

1 2 警告メッセージ

3 4 エラーメッセージ

3 8 サブルーチン呼び出しのトレース

4 16 ハッシュテーブル診断

5 32 I/O診断、受信

6 64 I/O診断、送信

7 128 SMSから電子メールへの変換診断 (モバイルからの発信および SMS通
知)

8 256 PDU診断、ヘッダーデータ

9 512 PDU診断、本文データ

10 1024 PDU診断、タイプの長さ値のデータ

11 2048 オプション処理です。すべてのオプション設定をログファイルに送りま
す。

LISTEN_CONNECTION_MAX
(整数、>= 0)すべての SMPPリレーおよびサーバーインスタンス全体に許可される最大同
時受信TCP接続数。0 (ゼロ)の値は、接続数に関するグローバル制限はないことを示しま
す。ただし、リレーまたはサーバー単位では、特定のリレーまたはサーバーインスタン
スによって指定される制限がある場合があります。

SMPPリレーオプション
SMSGateway Serverには、異なる特徴を持つ複数の SMPPリレーインスタンスを設定する
ことができます。最も重要なインスタンスは、待機対象のTCPポートとインタフェース
です。言い換えると、SMPPリレーが待機するネットワークインタフェースとTCPポー
トの各ペアに、別個の特徴を設定することができます。このような特徴は、この節で説
明するオプションを使用して指定します。

各インスタンスは次の形式のオプショングループ内に配置する必要があります。

[SMPP_RELAY=relay-name]

option-name-1=option-value-1
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option-name-2=option-value-2

...

option-name-n=option-value-n

文字列 relay-nameは、このインスタンスをほかのインスタンスから区別するためだけに
使用されます。

表D–22に、SMPPリレーの設定オプションの一覧を示します。

表D–22SMPPリレーオプション

オプション デフォルト 説明

922ページの「LISTEN_BACKLOG」 255 受信 SMPPクライアント接続の接続バックログで
す

922ページの「LISTEN_CONNECTION_MAX」 最大同時受信接続数です

923ページの「LISTEN_INTERFACE_ADDRESS」 受信 SMPPクライアント接続のネットワークイン
タフェースです

923ページの「LISTEN_PORT」 受信 SMPPクライアント接続のTCPポートです

923ページの「LISTEN_RECEIVE_TIMEOUT」 600 秒 SMPPクライアントからの受信接続の読み取りタ
イムアウトです

923ページの「LISTEN_TRANSMIT_TIMEOUT」 120 秒 SMPPクライアントからの受信接続の書き込みタ
イムアウトです

923ページ
の「MAKE_SOURCE_ADDRESSES_UNIQUE」

1 リレー対象の SMSソースアドレスを一意にし
て、返信可能にします

923ページの「SERVER_HOST」 リレー先の SMPPサーバーのホスト名または IP
アドレスです

923ページの「SERVER_PORT」 リレー先の SMPPサーバーのTCPポートです

924ページの「SERVER_RECEIVE_TIMEOUT」 600 秒 送信 SMPPサーバー接続の読み取りタイムアウト
です

924ページの「SERVER_TRANSMIT_TIMEOUT」 120 秒 送信 SMPPサーバー接続の書き込みタイムアウト
です

LISTEN_BACKLOG
(整数、0～ 255でその両端も含む)受信 SMPPクライアント接続の TCPスタックに
よって許容される接続バックログ。デフォルトは 255です。

LISTEN_CONNECTION_MAX

(整数、>= 0)この SMPPリレーインスタンスで許可される最大同時受信TCP接続数。この
値は、グローバル設定の LISTEN_CONNECTION_MAXの値を超えた場合は無視されます。
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LISTEN_INTERFACE_ADDRESS
(文字列、「INADDR_ANY」またはドット付き 10進表記の IPアドレス)受信 SMPPクライア
ント接続で待機対象のネットワークインタフェースの IPアドレス。文字
列「INADDR_ANY」 (すべての使用可能なインタフェース)またはドット付き 10進表記の IP
アドレスのどちらかです。 (例: 193.168.100.1)デフォルト値は「INADDR_ANY」です。この値
をHA論理 IPアドレスと対応させるには、クラスタ化されたHA設定が必要です。

LISTEN_PORT
(整数、TCPポート番号)受信 SMPPクライアント接続を受け入れるためのバインド先TCP
ポート。このオプションの指定は必須です。このオプションにはデフォルト値はありま
せん。このサービスには、InternetAssignedNumbersAuthority (IANA)からの割り当てはな
いことにも注意してください。

LISTEN_RECEIVE_TIMEOUT
(整数、秒 > 0) SMPPクライアントからデータを読み取るために待つ場合のタイムアウ
ト。デフォルト値は 600秒 (10分)です。

LISTEN_TRANSMIT_TIMEOUT
(整数、秒 > 0) SMPPクライアントにデータを送信する場合のタイムアウト。デフォルト
値は 120秒 (2分)です。

MAKE_SOURCE_ADDRESSES_UNIQUE
(0または 1)デフォルトでは、SMPPリレーは各 SMSソースアドレスに一意の 10桁の文字
列を付加します。結果の SMSソースアドレスは、ほかの履歴データとともに保存されま
す。その結果、SMSユーザーが返信することのできる一意の SMSアドレスになります。
このアドレスが SMS宛先アドレスとして使用されたとき、SMPPサーバーはこのアドレ
スを検出し、SMSメッセージを正しい電子メール差出人に送信します。

一意の SMSソースアドレスの生成を無効にするには (片方向 SMSの場合)、このオプ
ションの値に 0を指定します。

SERVER_HOST
(文字列、TCPホスト名またはドット付き 10進表記の IPアドレス) SMPPクライアント通
信のリレー先 SMPPサーバー。ホスト名または IPアドレスのどちらかを指定します。こ
のオプションの指定は必須です。このオプションにはデフォルト値はありません。

SERVER_PORT
(整数、TCPポート番号)リモート SMPPサーバーがリレーするTCPポート。このオプ
ションの指定は必須です。このオプションにはデフォルト値はありません。このサービ
スには IANAからの割り当てはありません。IANAからの SNPPの割り当てと混同しない
でください。
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SERVER_RECEIVE_TIMEOUT

(整数、秒 > 0) SMPPサーバーからデータを読み取るために待つ場合のタイムアウト。デ
フォルト値は 600秒 (10分)です。

SERVER_TRANSMIT_TIMEOUT

(整数、秒 > 0) SMPPサーバーにデータを送信する場合のタイムアウト。デフォルト値は
120秒 (2分)です。

SMPPサーバーオプション
SMSGateway Serverには、異なる特徴を持つ複数の SMPPサーバーインスタンスを設定す
ることができます。最も重要なインスタンスは、待機対象のTCPポートとインタフェー
スです。言い換えると、SMPPサーバーが待機するネットワークインタフェースとTCP
ポートの各ペアに、別個の特徴を設定することができます。このような特徴は、この節
で説明するオプションを使用して指定します。

各インスタンスは次の形式のオプショングループ内に配置する必要があります。

[SMPP_SERVER=server-name]

option-value-1=option-value-1

option-value-2=option-value-2

...

option-name-n=option-value-n

文字列 server-nameは、このインスタンスをほかのインスタンスから区別するためだけに
使用されます。

表D–23に、SMPPサーバーの設定オプションの一覧を示します。

表D–23SMPPサーバーオプション

オプション デフォルト 説明

925ページの「LISTEN_BACKLOG」 255 受信 SMPPサーバー接続の接続バックロ
グです

925ページ
の「LISTEN_CONNECTION_MAX」

最大同時受信接続数です

925ページ
の「LISTEN_INTERFACE_ADDRESS」

受信 SMPPサーバー接続のネットワーク
インタフェースです

925ページの「LISTEN_PORT」 受信 SMPPサーバー接続のTCPポート
です

SMSGateway Serverの設定

Sun Java SystemMessaging Server 6 2005Q4管理ガイド • 2006年 3月924



表D–23SMPPサーバーオプション (続き)
オプション デフォルト 説明

925ページ
の「LISTEN_RECEIVE_TIMEOUT」

600 秒 受信 SMPPサーバー接続の読み取りタイ
ムアウトです

925ページ
の「LISTEN_TRANSMIT_TIMEOUT」

120 秒 受信 SMPPサーバー接続の書き込みタイ
ムアウトです

LISTEN_BACKLOG
(整数、0～ 255でその両端も含む)受信 SMPPクライアント接続のTCPスタックによって
許容される接続バックログ。デフォルトは 255です。

LISTEN_CONNECTION_MAX

(整数、>= 0)この SMPPサーバーインスタンスで許可される最大同時受信TCP接続数。こ
の値は、グローバル設定の LISTEN_CONNECTION_MAXの値を超えた場合は無視されます。

LISTEN_INTERFACE_ADDRESS

(文字列、「INADDR_ANY」またはドット付き 10進表記の IPアドレス)受信 SMPPクライア
ント接続で待機対象のネットワークインタフェースの IPアドレス。文字
列「INADDR_ANY」 (すべての使用可能なインタフェース)またはドット付き 10進表記の IP
アドレスのどちらかです。 (例: 193.168.100.1)デフォルト値は「INADDR_ANY」です。

LISTEN_PORT

(整数、TCPポート番号)受信 SMPPクライアント接続を受け入れるためのバインド先TCP
ポート。このオプションの指定は必須です。このオプションにはデフォルト値はありま
せん。このサービスには、IANAからの割り当てはないことに注意してください。

LISTEN_RECEIVE_TIMEOUT

(整数、秒 > 0) SMPPクライアントからデータを読み取るために待つ場合のタイムアウ
ト。デフォルト値は 600秒 (10分)です。

LISTEN_TRANSMIT_TIMEOUT

(整数、秒 > 0) SMPPクライアントにデータを送信する場合のタイムアウト。デフォルト
値は 120秒 (2分)です。

ゲートウェイプロファイルのオプション
ゲートウェイプロファイルの数はゼロ以上です。SMSGateway Severの設定ファイルのオ
プショングループ内で、各ゲートウェイプロファイルは次の形式で宣言されています。
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[GATEWAY_PROFILE=profile-name]

option-name-1=option-value-1

option-name-2=option-value-2

...

option-name-n=option-value-n

文字列 profile-nameは、このプロファイルをほかのオリジナルのプロファイルから区別
するためだけに使用されます。

表D–24に、SMSGateway Serverプロファイルオプションの一覧を示します。

表 D–24 SMSGateway Serverプロファイルオプション

オプション デフォルト 説明

926ページの「CHANNEL」 sms メッセージをキューに入れるために使
用されるチャネルです

927ページ
の「EMAIL_BODY_CHARSET」

US-ASCII 電子メールメッセージ本文に使用され
る文字セットです

927ページ
の「EMAIL_HEADER_CHARSET」

US-ASCII 電子メールメッセージヘッダーに使用
される文字セットです

927ページの「FROM_DOMAIN」 電子メールを SMSにルーティングし直
すために使用されるドメイン名です

927ページの「PARSE_RE_0,
PARSE_RE_1, ..., PARSE_RE_9」

SMSメッセージテキストを構文解析す
るために使用される正規表現です

929ページの「PROFILE」 GSM GSM、TDMA、またはCDMAの環境で
機能する SMSプロファイルですGSM,
TDMA, or CDMA

929ページの「SELECT_RE」 プラグインの選択に使用される正規表
現です

929ページ
の「SMSC_DEFAULT_CHARSET」

US-ASCII SMSCのデフォルトの文字セットです

929ページの「USE_SMS_PRIORITY」 0 Gateway SMSの電子メールへの優先順位
フラグです

930ページの「USE_SMS_PRIVACY」 0 Gateway SMSの電子メールへのプライバ
シインジケータです

CHANNEL
(文字列、1～ 40文字)電子メールメッセージをキューに入れるために使用されるMTA
チャネルの名前。指定されていない場合は、「sms」と仮定されます。指定するチャネル
は、MTAの設定で定義されている必要があります。
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EMAIL_BODY_CHARSET
(文字列、文字セット名)電子メールメッセージ本文への挿入前に、SMSテキストを変換
するために使用する文字セット。必要に応じて、変換後のテキストはMIMEでエンコー
ドされます。デフォルト値はUS-ASCIIです。SMSメッセージに文字セットにないグリフ
が含まれている場合、そのグリフはニーモニック文字に変換されます。ニーモニック文
字は、受取人にとっては意味をなさない場合があります。

MTAに認識される文字セットの一覧は、次のファイルで示されています。

installation-directory/config/charsets.txt

EMAIL_HEADER_CHARSET
(文字列、文字セット名) RFC 822 Subject:ヘッダー行への挿入前に、SMSテキストを変換
するために使用する文字セット。必要に応じて、変換後の文字列はMIMEでエンコード
されます。デフォルト値はUS-ASCIIです。SMSメッセージに文字セットにないグリフが
含まれている場合、そのグリフはニーモニック文字に変換されます。ニーモニック文字
は、受取人にとっては意味をなさない場合があります。

FROM_DOMAIN
(文字列、IPホスト名、1～ 64文字)電子メール用にエンベロープ From:アドレスを作成す
る際、SMSソースアドレスに付加するドメイン名。指定する名前は、電子メールを SMS
にルーティングし直す場合に使用される正しい名前である必要があります。(たとえば、
MTASMSチャネルに関連付けられたホスト名。)指定しない場合は、CHANNELオプション
で指定されている正式なチャネル名が使用されます。

PARSE_RE_0, PARSE_RE_1, ..., PARSE_RE_9
(文字列、UTF-8正規表現)モバイルを起点とする電子メールの場合、ゲートウェイプロ
ファイルは SMSメッセージのテキストから宛先電子メールアドレスを抽出する必要があ
ります。これは、1つまたは複数の POSIX準拠の正規表現 (RE)を使用することによって
処理されます。SMSメッセージのテキストは、各正規表現によって、宛先電子メールア
ドレスを生成する一致が見つかるか、あるいは正規表現のリストが尽きるまで評価され
ます。

注 – PARSE_RE_*と ROUTE_TOの各オプションの使用は、互いに排他的です。これらの両方
を同一のゲートウェイプロファイルで使用すると、設定エラーになります。

各正規表現は、POSIXに準拠していて、UTF-8文字セットにエンコードされている必要
があります。正規表現では、宛先アドレスは文字列 0として出力されます。状況に応じ
て、Subject:ヘッダー行で使用されるテキストは文字列 1として、メッセージ本文で使
用されるテキストは文字列 2として出力されることがあります。正規表現によって「消
費」されないテキストはいずれも、メッセージ本文で使用され、文字列 2のテキスト出
力に続きます。
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正規表現は、PARSE_RE_0、PARSE_RE_1、...、の順序で、PARSE_RE_9まで試されます。
正規表現が指定されていない場合、次に示すデフォルトの正規表現が使用されます。

[ \t]*([^\( ]*)[ \t]*(?:\(([^\)]*\))?[ \t]*(.*)

このデフォルトの正規表現は、次に示す構成要素から成ります。

[ \t]*

先頭のホワイトスペース文字 (SPACEおよび TAB)を無視します。

([^\( ]*)

宛先電子メールアドレス。これは最初に報告される文字列です。

[ \t]*

ホワイトスペース文字を無視します。

(?:\(([^\)]*)$1\))?

括弧で囲まれたオプションの件名テキスト。これは 2番目に報告される文字列です。先
頭の ?:によって、外側の括弧は文字列を報告しなくなります。括弧は、括弧内の内容を
末尾の ?の単一のREにグループ化するためにのみ使用されます。末尾の ?によって、こ
のRE構成要素は、0回または 1回のみ照合されます。これは {0,1}の表現と同等です。

[ \t]*

ホワイトスペース文字を無視します。

(.*)

残りのテキストをメッセージ本文へ。これは 3番目に報告される文字列です。

例として、上記の正規表現で次のサンプル SMSメッセージを処理する場合を示します。

dan@sesta.com(Testing)This is a test

この場合、次の電子メールメッセージが生成されます。

To: dan@sesta.com

Subject: Testing

This is a test

別の例として、次の SMSメッセージの場合を示します。

sue@sesta.com This is another test

この場合、次の電子メールメッセージが生成されます。

To: sue@sesta.com
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This is another test

これらの正規表現で評価される前に、SMSメッセージはUnicodeのエンコード方式であ
るUTF-16に変換されることに注意してください。その後、変換されたテキストは、
UTF-8からUTF-16に変換済みの正規表現で評価されます。評価の結果は、宛先電子メー
ルアドレスの場合はUS-ASCIIに変換されます。Subject:テキスト (ある場合)には
EMAIL_HEADER_CHARSET、メッセージ本文 (ある場合)には EMAIL_BODY_CHARSETが使用されま
す。

PROFILE

(文字列、「GSM」、「TDMA」、または「CDMA」)仮定される SMSプロファイル。現
在のところ、この情報は SMS優先順位フラグをRFC 822 Priority:ヘッダー行にマップす
るためにのみ使用されます。したがって、このオプションは、USE_SMS_PRIORITY=0 (デ
フォルト)の場合は無効です。

SELECT_RE

(文字列、US-ASCII正規表現) US-ASCII POSIX準拠の正規表現。各 SMSメッセージの SMS
宛先アドレスと照合するために使用します。SMSメッセージの宛先アドレスがこのREと
一致した場合、SMSメッセージは通過するゲートウェイのゲートウェイプロファイルに
合致する電子メールに送信されます。

SMSメッセージの宛先アドレスはUS-ASCII文字セットで指定されているので、この正規
表現もUS-ASCIIで表現されている必要があることに注意してください。

SMSC_DEFAULT_CHARSET

(文字列、文字セット名)リモート SMSCで使用されるデフォルトの文字セットの名前。こ
のオプションに選択する一般的な値は 2つあり、それはUS-ASCIIとUTF-16-BE (USC2)で
す。指定されていない場合は、US-ASCIIと仮定されます。

USE_SMS_PRIORITY

(整数、0または 1)デフォルト (USE_SMS_PRIORITY=0)では、SMSメッセージ内の優先順位
フラグは無視され、電子メールメッセージとともには送信されません。優先順位フラグ
を電子メールに付けて渡すには、USE_SMS_PRIORITY=1と指定します。表D–25に、優先順
位フラグを電子メールに付けて渡した場合の SMSから電子メールへのマッピングを示し
ます。

SMSGateway Serverの設定

付録D • ショートメッセージサービス (SMS) 929



表 D–25優先順位フラグの SMSから電子メールへのマッピング

SMSプロファイル SMS優先度フラグ 電子メールのPriority:ヘッダー行

GSM 0 (優先でない)

1、2、3 (優先)

ヘッダー行なし (Normalを示す)

Urgent

TDMA 0 (バルク)

1 (標準)

2 (至急)

3 (大至急)

Nonurgent

ヘッダー行なし (Normalを示す)

Urgent

Urgent

CDMA 0 (標準)

1 (インタラクティブ)

2 (至急)

3 (緊急)

ヘッダー行なし (Normalを示す)

Urgent

Urgent

Urgent

電子メールの Priority:ヘッダー行の値は、Nonurgent、Normal、および Urgentです。

USE_SMS_PRIVACY

(整数、0または 1)デフォルト (USE_SMS_PRIVACY=0)では、SMSプライバシの指示は無視さ
れ、電子メールメッセージとともには送信されません。この情報を電子メールに付けて
渡すには、USE_SMS_PRIVACY=1と指定します。表D–26に、プライバシ情報を電子メール
に付けて渡した場合の SMSから電子メールへのマッピングを示します。

表 D–26プライバシフラグの SMSから電子メールへのマッピング

SMSプライバシフラグ 電子メールの Sensitivity:ヘッダー行

0 (制約なし) ヘッダー行なし

1 (制限あり) Personal

2 (親展) Private

3 (秘密) Company-confidential

電子メールの Sensitivity:ヘッダー行の値は、Personal、Private、および
Company-confidentialです。

SMSGateway Serverの設定
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双方向 SMSの設定例
動作についての仮定

この例では、次の動作を設定するものと仮定します。

� 次のアドレスに宛てた電子メールメッセージがある

sms-id@sms.domain.com

この電子メールメッセージは次の SMSアドレスに送信される
sms-id

000nnnnnnnnnnの範囲の一意の SMSソースアドレスを付与する。
� SMSアドレス 000に宛てたモバイルの SMSメッセージは、SMSメッセージテキストの
冒頭から抽出された電子メールアドレスとともに、ゲートウェイを介して電子メール
に送信される。

たとえば、次の SMSメッセージテキストの場合、
jdoe@domain.com Interested in a movie?

メッセージ「Interested in amovie?」は jdoe@domain.comに送信される。
� 000nnnnnnnnnnに送信された SMS通知はゲートウェイを介して電子メールに送信さ
れ、メッセージの差出人に配信され、受信確認される。

この動作を実現するために、次の仮定と指示に従ってください。

追加の仮定と指示

� MTAの SMSチャネルはドメイン名 sms.domain.comを使用する。

� SMSGateway Serverはホストゲートウェイ .domain.com上で実行され、以下のものを使
用する。

� SMPPリレー用にTCPポート 503
� SMPPサーバー用にTCPポート 504

� リモート SMSCの SMPPサーバーはホスト smpp.domain.com上で実行され、TCPポート
377を待機する。

� リモート SMSCのデフォルトの文字セットは、UCS2 (aka、UTF-16)である。

SMSチャネルの設定

上記の動作を有効にするには、次に示す SMSチャネルの設定を imta.cnfファイルで使用
します (以下の行をファイルの最下部に追加)。

(空白行)

sms

sms.domain.com

SMSチャネルオプションファイル

チャネルのオプションファイル sms_optionには、次の設定を含めます。

SMSGateway Serverの設定
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SMPP_SERVER=gateway.domain.com

SMPP_PORT=503

USE_HEADER_FROM=0

DEFAULT_SOURCE_ADDRESS=000

GATEWAY_PROFILE=sms1

SMSC_DEFAULT_CHARSET=UCS2

SMSGateway Serverの設定

Gateway Serverの設定ファイル sms_gateway.cnfは次のようになります。

HISTORY_FILE_DIRECTORY=/sms_gateway_cache/

[SMPP_RELAY=relay1]

LISTEN_PORT=503SERVER_HOST=smpp.domain.com

SERVER_PORT=377

[SMPP_SERVER=server1]

LISTEN_PORT=504

[GATEWAY_PROFILE=sms1]

SELECT_RE=000([0-9]{10,10}){0,1}

SMSC_DEFAULT_CHARSET=UCS2

この設定をテストする

テストに使用する SMSCがない場合は、ループバックテストを実行する必要がありま
す。sms_optionファイルにいくつか追加で設定すると、上記の設定の単純なループ
バックテストを実行できます。

sms_optionファイルへの追加設定
sms_optionファイルへの追加設定は、次のとおりです。

! テキストをSMS メッセージの本文に追加しないようにする設定 FROM_FORMAT= SUBJECT_FORMAT= CONTENT_PREFIX=

この設定を行わないと、次の内容の電子メールは、

user@domain.com (Sample subject) Sample text

次の SMSメッセージに変換されます。

From:user@domain.com Subject:Sample Subject Msg:Sample text

これは、モバイルから電子メールのコードで期待される形式にはなりません。期待され
る形式は次のとおりです。

user@domain.com (Sample subject) Sample text

したがって、ループバックテストを行う場合は、空の文字列を FROM_FORMAT、
SUBJECT_FORMAT、および CONTENT_PREFIXオプションに指定する必要があります。

SMSGateway Serverの設定
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ループバックテストを実行する

次のようなテスト電子メールメッセージを 000@sms.domain.com宛に送信します。

user@domain.com (Test message) This is a test message which should loop back

その結果、この電子メールメッセージは電子メール受信者 user@domain.comにルート
バックされます。このテストに使用するDNSまたはホストテーブルには、
sms.domain.comを必ず追加しておいてください。

SMSGatewayServerのストレージ要件
SMSGateway Serverに必要なリソース量を判断するには、表D–27の要件から算出した数
字とともに、1秒間にリレーされるメッセージの期待数および RECORD_LIFETIME設定を考
慮します。

表D–27に、履歴レコード、SMPPリレー、および SMPPサーバーの要件を示します。

表 D–27 SMSGateway Serverのストレージ要件

コンポーネント 要件

メモリー内履歴レコード リレーされるメッセージごとに 33+m+sバイトの仮想メモリーが必要です。mはメッセー
ジの SMSメッセージ IDの長さ (1 <= m <= 64)で、sはメッセージの SMSソースアドレス
の長さ (1 <= s<= 20)です。

MAKE_SOURCE_ADDRESS_UNIQUE=0の場合、16+mバイトのみが使用されます。64ビットのオ
ペレーティングシステムの場合、49+m+sバイトの仮想メモリーがレコードごとに消費
されます [MAKE_SOURCE_ADDRESS_UNIQUE=0の場合は 24+m]。

ヒープアロケータは、実際には各レコードに大きめの仮想メモリーを割り当てる場合が
あることにも注意してください。

最大レコード数は、430億 (2**32-1)です。1680万レコード (2**24)未満の場合、
ハッシュテーブルは約 16Mバイトを消費します。6710万レコード (2**26)未満の場合、
ハッシュテーブルは約 64Mバイトを消費します。6710万レコードを超えると、
ハッシュテーブルは約 256Mバイトを消費します。

64ビットのオペレーティングシステムの場合は、メモリー消費量は 2倍になります。

これらの消費量は、各レコード自体が必要とするメモリー消費量に追加されます。
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表 D–27 SMSGateway Serverのストレージ要件 (続き)
コンポーネント 要件

ディスク上の履歴レコード リレーされるメッセージごとに、平均で次のバイト数が必要です。

81+m+2s+3a+ S+2i

各項目の説明
� mは SMSメッセージ IDの平均の長さであり、1<=m<=64
� sは SMSソースアドレスの平均の長さであり、1 <= s <= 20
� aは電子メールアドレスの平均の長さであり、3 <= a <= 129
� Sは Subject:ヘッダー行の平均の長さであり、0 <= S<= 80
� iは電子メールメッセージのエンベロープ IDの平均の長さであり、0 <= i <= 129
レコードのサイズは、メッセージのエンベロープ From:アドレスと To:アドレス、
エンベロープ IDとメッセージ ID、および Subject:ヘッダー行の長さから影響を受
けます。
最大レコード長は 910バイトです。
MAKE_SOURCE_ADDRESS_UNIQUE=0の場合、各レコードのサイズ (単位:バイト)は次のよ
うになります。78+m+3a+ S+2i

SMPPリレー リレーされる SMPPセッションごとに、2つのTCPソケットを消費します。1つはロー
カル SMPPクライアントに使用され、もう 1つはリモート SMPPサーバーに使用されま
す。32ビットのオペレーティングシステムの場合、約 1Kバイトの仮想メモリーが接続
ごとに消費されます。64ビットのオペレーティングシステムの場合は、約 2Kバイト消
費されます。

SMPPサーバー 着信接続ごとに 1つのTCPソケットを消費します。32ビットのオペレーティングシステ
ムの場合、約 1Kバイトの仮想メモリーが接続ごとに消費されます。64ビットのオペ
レーティングシステムの場合は、約 2Kバイト消費されます。

たとえば、1秒間に平均 50メッセージがリレーされると予想し、SMSソースアドレスの
長さは 13バイト、SMSメッセージ IDは一般的な長さの 12バイト、電子メールアドレス
は 24バイト、Subject:行は 40バイト、電子メールメッセージと IDがそれぞれ 40バイ
ト、履歴データは 7日間保持されるとする場合、結果は次のようになります。

� 保存対象の 3240万件の履歴レコードが存在します。各レコードはメモリー内で平均
58バイト、ディスク上で 311バイトの長さです。

� メモリー内の履歴レコードの消費量は、約 1.70Gバイト (1.63Gバイト + 64Mバイト)
になります。

� ディスク上のストレージは、約 8.76Gバイトになります。

容量が十分あるディスクを使用すれば、いずれのディスク要件にも対応できるものの、
32ビットマシンの仮想メモリー要件は約 2Gバイトであり、これは厳しい制限です。仮想
メモリーまたはディスクストレージの所要量を削減するには、RECORD_LIFETIMEオプ
ションを使用して、レコードが保持される期間を短くしてください。
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インストールワークシート

この付録では、インストールを計画するためのワークシートを示します。この付録には
次のワークシートが付いています。

� 935ページの「Directory Serverのインストール」
� 937ページの「管理サーバーの初期実行時設定」
� 938ページの「Directory Server設定スクリプト (comm_dssetup.pl)」
� 940ページの「Messaging Serverの初期実行時設定」

Directory Serverのインストール
Directory Serverを Java Enterprise Systemインストーラまたは以前のインストールによって
インストールします。表 E–1のDirectory Serverのインストールおよび設定パラメータに
記入してください。これは『Communications Services配備計画ガイド』に示されている
ワークシートのレプリカです。Administraion ServerとMessaging Serverをインストールし
て設定するときは、これらのパラメータが必要になります。

表 E–1Directory Serverのインストールパラメータ

パラメータ: 説明: 例: 使用する場所: 回答:

Directoryインストー
ルルート

サーバープログラム、
設定、保守、および情
報ファイルを保管する
ための、専用のディレ
クトリサーバーマシン
上のディレクトリで
す。

/var/mps/serverroot/ comm_dssetup.pl Perl
スクリプト

49ページ
の「Messaging Server
設定用にDirectory
Serverを準備するに
は」を参照してくださ
い。

E付 録 E
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表 E–1Directory Serverのインストールパラメータ (続き)
パラメータ: 説明: 例: 使用する場所: 回答:

ホスト ホスト名は、IPホスト
名です。IPホスト名と
しては、「短縮形」の
ホスト名 (fiddleなど)
または完全修飾ホスト
名が使用されます。完
全修飾ホスト名は、ホ
スト名とドメイン名の
2つの部分から構成さ
れます。

fiddle.west.sesta.com 管理サーバーの設定

49ページ
の「Messaging Server
設定用にDirectory
Serverを準備するに
は」を参照してくださ
い。

LDAPディレクトリ
のポート番号

LDAPディレクトリ
サーバーのデフォルト
値は 389です。

389 管理サーバーの設定と
Messaging Serverの設
定

詳細については、
49ページ
の「Messaging Server
設定用にDirectory
Serverを準備するに
は」および 57ページ
の「Messaging Server
の初期実行時設定を作
成する」を参照してく
ださい。

管理者 IDおよびパ
スワード

設定情報の管理責任が
ある管理者です。

管理者のパスワード

Admin

PaSsWoRd

管理サーバーの設定

49ページ
の「Messaging Server
設定用にDirectory
Serverを準備するに
は」を参照してくださ
い。

ユーザーおよびグ
ループツリーのサ
フィックス

ディレクトリツリーの
最上位にある LDAPエ
ントリの識別名です。
ユーザーデータおよび
グループデータはその
下に保管されます。

o=usergroup comm_dssetup.pl Perl
スクリプト

49ページ
の「Messaging Server
設定用にDirectory
Serverを準備するに
は」を参照してくださ
い。
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表 E–1Directory Serverのインストールパラメータ (続き)
パラメータ: 説明: 例: 使用する場所: 回答:

DirectoryManagerの
DNおよびパスワー
ド

UNIXのスーパーユー
ザーに相当する権限を
持つディレクトリ管理
者です。通常は、この
管理者がユーザーデー
タおよびグループデー
タを管理します。

DirectoryManagerのパ
スワードです。

cn=Directory Manager

pAsSwOrD

comm_dssetup.pl Perl
スクリプトおよび
Messaging Serverの設
定

詳細については、
49ページ
の「Messaging Server
設定用にDirectory
Serverを準備するに
は」および 57ページ
の「Messaging Server
の初期実行時設定を作
成する」を参照してく
ださい。

管理ドメイン 管理制御の対象範囲で
す。

System Lab 管理サーバーの設定

49ページ
の「Messaging Server
設定用にDirectory
Serverを準備するに
は」を参照してくださ
い。

管理サーバーの初期実行時設定
管理サーバーの初期実行時設定プログラムを Java Enterprise Systemインストーラから実行
するときは、表 E–2にインストールパラメータを記入してください。これ
は『Communications Services配備計画ガイド』に示されているワークシートのレプリカで
す。Messaging Serverの初期実行時設定では、これらのパラメータの一部が必要になりま
す。いくつかの質問に対する回答には、935ページの「Directory Serverのインストール」
のチェックリストも参考になります。

表 E–2管理サーバーの初期実行時設定プログラムのパラメータ

パラメータ 説明 例 回答:

完全指定ドメイン名 ホストマシンの完全指定ド
メインです。

fiddle.west.sesta.com

管理サーバーの初期実行時設定
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表 E–2管理サーバーの初期実行時設定プログラムのパラメータ (続き)
パラメータ 説明 例 回答:

サーバールートの定義 サーバープログラム、設
定、保守、および情報
ファイルを保管するため
の、専用の管理サーバーの
インストールルートです。

/var/mps/serverroot

UNIXシステムユーザー システムユーザーが、実行
するプロセスに対して適切
なアクセス権を持つように
指定する特定の権限です。

inetuser

UNIXシステムグループ 特定のUNIXシステムユー
ザーが所属するグループで
す。

inetgroup

ConfigurationDirectory Server 935ページの「Directory
Serverのインストール」中
に指定したホストとポート
です。

ホスト
fiddle.west.sesta.com

ポート 389

ConfigurationDirectory Server
の管理者およびパスワード

935ページの「Directory
Serverのインストール」中
に指定した管理者 IDです。

管理者 IDのパスワードです

Admin

PaSsWoRd

管理ドメイン 管理制御の対象範囲です。

Messaging ServerとDirectory
Serverを同じマシン上にイ
ンストールした場合は、
935ページの「Directory
Serverのインストール」時
に同じ管理ドメインを選択
する必要があります。

System Lab2

管理サーバーのポート 管理サーバー専用の一意の
ポート番号です。

5555

Directory Server設定スクリプト (comm_dssetup.pl)
Directory Server設定スクリプト (comm_dssetup.pl)を実行してMessaging Serverの設定用に
Directory Serverを準備する場合は、表 E–3にインストールパラメータを記入してくださ
い。Messaging Serverの初期実行時設定では、これらのパラメータの一部が必要になりま
す。

Directory Server設定スクリプト (comm_dssetup.pl)
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表 E–3comm_dssetup.plスクリプトパラメータ

パラメータ 説明 例 回答:

サーバールート サーバープログラム、設
定、保守、および情報
ファイルを保管するため
の、専用のDirectory Server
のインストールルートで
す。

/var/mps/serverroot/

サーバーインスタンス ほとんどの機能を管理する
LDAPDirectory Serverデーモ
ンまたはサービスです。導
入によっては、インスタン
スをユーザーとグループの
保守専用に取っておき、設
定用に別のインスタンスを
管理することがあります。

slapd-varrius

DCルート 二重ツリーのDITプロビ
ジョニングモデル (Sun
LDAP Schema 1または Sun
ONE LDAPSchema.2の互換
モード)を持ちたい場合は、
DCツリーがローカルDNS
構造をミラー化し、システ
ムがDCツリーを、ユー
ザーデータおよびグループ
データのエントリを含む組
織ツリーへのインデックス
として使用します。

o=internet

ユーザーおよびグループ
ベースのサフィックス

ユーザーエントリおよびグ
ループエントリのネームス
ペースを保持する、組織ツ
リー内の最上位エントリで
す。

o=usergroup

DirectoryManagerのDNおよ
びパスワード

組織ツリー内のユーザー
データおよびグループデー
タを管理する管理者です。
Sun Java Enterprise Systemイ
ンストーラで指定した管理
者と同じ管理者にする必要
があります。

DirectoryManager DNのパス
ワード

cn=Directory Manager

pAsSwOrD

Directory Server設定スクリプト (comm_dssetup.pl)
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Messaging Serverの初期実行時設定
Messaging Serverの初期実行時設定プログラムを実行するときは、表 E–4にインストール
パラメータを記入してください。いくつかの質問に対する回答には、935ページ
の「Directory Serverのインストール」のチェックリストも参考になります。

表 E–4comm_dssetup.plスクリプトパラメータ

パラメータ 説明 例 回答:

設定およびデータディレク
トリ

Messaging Server設定ファイ
ルのすべてを含みます。

msg_svr_base/dataディレク
トリは、このディレクトリ
へのシンボリックリンクを
作成します。

/var/mps/SUNmsgsr/

UNIXシステムユーザー システムユーザーが、実行
するプロセスに対して適切
なアクセス権を持つように
指定する特定の権限です。
このシステムユーザーは、
管理サーバーの初期実行時
設定で指定したユーザーと
同じにしないでください。

mailsrv

UNIXシステムグループ 特定のUNIXシステムユー
ザーが所属するグループで
す。このシステムグループ
は、管理サーバーの初期実
行時設定で指定したグルー
プと同じにしないでくださ
い。

mail

ConfigurationDirectory LDAP
URL、DirectoryManager、お
よびパスワード

ConfigurationDirectory
Server、LDAPURL、バイン
ドDN、およびパスワードで
す

ldap://fiddle.west.

sesta.com:389

cn=Directory Manager

PaSsWoRd

User/GroupDirectory LDAP
URL、DirectoryManager、お
よびパスワード

User/GroupDirectory Server、
LDAPURL、バインドDN、
およびパスワードです。

ユーザーおよびグループ
ディレクトリは設定ディレ
クトリとは別のものにする
ことをお勧めします。

ldap://fiddle.west.

sesta.com:389

cn=Directory Manager

PaSsWoRd

Messaging Serverの初期実行時設定
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表 E–4comm_dssetup.plスクリプトパラメータ (続き)
パラメータ 説明 例 回答:

ポストマスターの電子メー
ルアドレス

ポストマスターのメールを
監視する管理者の電子メー
ルアドレスです。アドレス
はメールボックスと関連付
けられているため、完全指
定アドレスにする必要があ
ります。

pma@siroe.com

管理者アカウントのパス
ワード

サービス管理者、ユーザー
およびグループの管理者、
エンドユーザー管理権限、
および PAB管理者と SSLパ
スワードに使用するパス
ワードです。

paSSwoRD

デフォルトの電子メールド
メイン

ドメインが指定されていな
い場合に使用される、電子
メールのデフォルトです。

siroe.com

デフォルトの電子メールド
メインの組織名

組織が属していて、組織ツ
リーの構築に使用される組
織名です。

たとえば、組織名が
Engineeringの場合、
siroe.com (デフォルトの電
子メールドメイン)のすべて
のユーザーは、LDAPDN
o=Engineering, o=usergroup

の下に置かれます。

ユーザーおよびグループ
ディレクトリサフィックス
は、comm_dssetup.plで指定
されています。

Messaging Serverの初期実行時設定
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用語集

このマニュアルセットで使用されている用語の完全なリストについては、『Sun Java
Enterprise SystemGlossary』を参照してください。

用語集
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数字・記号
*, 638
+, 136
$?, 311
\\! (感嘆符),アドレス, 297
\\|縦棒, 292
$A, 310
(A\\!B)%C, 389
$B, 309-310
$C, 308-309, 311
$E, 309-310
$F, 309-310
$M, 308, 311
$N, 308, 311
$P, 310
$Q, 308-309, 311
$R, 213-214, 309-310
$S, 310
$T, 311
$V, 207
$X, 310
$Z, 207
220バナー, 778
2桁の年表示, 401
2桁の日付表示, 401
4桁の日付表示, 401
5.2からのアップグレード, 77-95
733, 388
822, 388
8ビットデータ, 366
8ビット文字, 787

A
A\\!(B%C), 389
A!B%C, 389
A!B@C, 389
A@B@C, 390
AccessManager, 151
ACCESS_ORCPT, 523, 525
addreturnpath, 394
addrsperfile, 411
afterチャネルキーワード, 379
AGIC, 211
alarm.diskavail, 819
alarm.diskavail.msgalarmdescription, 799
alarm.diskavail.msgalarmstatinterval, 799, 819
alarm.diskavail.msgalarmthreshold, 799, 819
alarm.diskavail.msgalarmthresholddirection, 819
alarm.diskavail.msgalarmwarninginterval, 799, 819
alarm.msgalarmnoticehost, 819
alarm.msgalarmnoticeport, 819
alarm.msgalarmnoticercpt, 799, 819
alarm.msgalarmnoticesender, 819
alarm.serverresponse, 819
alarm.serverresponse.msgalarmstatinterval, 819
alarm.serverresponse.msgalarmthreshold, 819
alarm.serverresponse.msgalarmthresholddirection, 819
alarm.serverresponse.msgalarmwarninginterval, 819
ALIAS_DOMAINS, 397
ALIAS_ENTRY_CACHE_SIZE, 229
ALIAS_ENTRY_CACHE_TIMEOUT, 229
ALIAS_MAGIC,ダイレクト LDAPを有効にする, 233
ALIAS_URL0, 211
ダイレクト LDAPを有効にする, 233

ALIAS_URL1, 211
ダイレクト LDAPを有効にする, 233
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ALIAS_URL2, 212
ダイレクト LDAPを有効にする, 233

aliasdetourhost, 417
aliasedObjectName, 209
aliases

aliasesファイルにほかのファイルを含める, 264
エイリアスファイル, 254, 264

aliasesファイル, 271
aliaslocal, 396
aliaspostmaster, 281
ALLOW_RECIPIENTS_PER_TRANSACTION, 358
ALLOW_REJECTIONS_BEFORE_DEFERRAL, 420
ALLOW_TRANSACTIONS_PER_SESSION, 358
allowetrn, 362
allowetrnチャネルキーワード, 362
allowswitchchannelチャネルキーワード, 372
alternateblocklimit, 408-410
alternatechannel, 408-410
alternatelinelimit, 408-410
alternaterecipientlimit, 408-410
alwaysencrypt, 694
alwayssign, 695
AMSDK, 153
APOP, 648
appid, 162
ASCII以外の文字, 787
associatedDomain, 209
authrewrite, 375
auto_ef, 443

B
backoff, 380
backoffチャネルキーワード, 378
bad equivalence for alias, MTAエラーメッセージ, 789
bang-style (UUCP)アドレス, 291-292
bang-styleアドレスルール, 297
bangoverpercent, 389
bangoverpercentキーワード, 296
bangstyle, 388
bidirectional, 380
BLOCK_SIZE, 405, 407
blocketrn, 362
blocketrnチャネルキーワード, 362
blocklimit, 407

blSWClientDesintationForeign, 474
blSWClientDestinationDefault, 473
blSWClientDestinationLocal, 474
blswcServerAddress, 474
blSWLocalDomain, 473
blSWPrecedence, 473
blSWUseClientOptin, 474
Brightmail
アーキテクチャー, 470
設定ファイルオプション, 473-474
配備, 472
要件とパフォーマンス, 472

C
cacheeverythingチャネルキーワード, 370
cachefailuresチャネルキーワード, 370
cachesuccessesチャネルキーワード, 370
cannot open alias include file, MTAエラーメッセー
ジ, 789

CA証明書
インストール, 655-656
管理, 656

cert8.db, 168, 176
certmap.conf, 661
certurl, 695
certutil, 662
*.CHANGESファイル, 78-80
CHARSET-CONVERSION, 404
charset7チャネルキーワード, 365
charset8チャネルキーワード, 365
charsetescチャネルキーワード, 365
checkehlo, 361
checkehloチャネルキーワード, 362
checkoverssl, 695
cmsutil, 662
comm_dssetup.pl, 49-57
インタラクティブモード, 51-55
サイレントモード, 55-57
要件, 50-51
ワークシート, 50-51

comm_dssetup.pl,ワークシート, 938
commadmin domain delete, 115
commadmin domain purge, 115, 116
commadmin user delete, 115
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COMMENT_STRINGSマッピングテーブル, 395
commentinc, 395
commentomit, 395
commentstrip, 395
commenttotal, 395
Communications Express,トラブルシューティン
グ, 638

Communications Services,マニュアル, 40
Communications Expressメール, 681
configutil

alarm.diskavail, 819
alarm.msgalarmnoticehost, 819
alarm.msgalarmnoticeport, 819
alarm.msgalarmnoticercpt, 819
alarm.msgalarmnoticesender, 819
alarm.serverresponse, 819
encryption.nsssl3ciphers, 660
encryption.rsa, 659
gen.newuserforms, 124
gen.sitelanguage, 127-128
local.service.http.proxy, 186
local.service.pab, 130
local.sso, 162
local.store.notifyplugin, 836
local.store.pin, 562
local.ugldapbasedn, 130
local.ugldapbindcred, 185
local.ugldapbinddn, 130, 185
local.ugldaphost, 130, 185
local.ugldapport, 130
local.ugldapuselocal, 130
local.webmail.sso, 162
logfile.service, 757
nsserversecurity, 659
sasl.default, 649
sasl.default.ldap, 648
service.dcroot, 185
service.defaultdomai, 185
service.http, 148
service.http.plaintextmincipher, 143-145
service.imap, 143-145
service.imap.banner, 135
service.loginseparator, 136, 186
service.pop, 141-143
service.pop.banner, 135
service.service, 674

configutil (続き)
store.admins, 560-561
store.defaultmailboxquota, 576
store.partition, 597
store.quotaenforcement, 580
store.quotaexceedmsginterval, 579
store.quotagraceperiod, 582
store.quotanotification, 577-578
store.quotawarn, 579

conn_throttle.so, 530
connectalias, 391
connectcanonical, 391
copysendpost, 280
copywarnpost, 280
counterutil, 809, 816

db_lock, 807
diskusage, 811
POP、IMAP、HTTP, 810-811
serverresponse, 811
警告統計, 810
出力, 809-810

counterutil -l, 808
CRAM-MD5, 648
crdb, 251, 541
crldir, 696
crlenable, 696
crlmappingurl, 697
crlurllogindn, 697
crlurlloginpw, 697
crlusepastnextupdate, 697
crontab, 122-123

D
daemonチャネルキーワード, 373
datefour, 401
datetwo, 401
dayofweek, 401
dcroot, Messenger ExpressMultiplexor, 185
debug, 484, 490
defaultmxチャネルキーワード, 371
defaultnameserversチャネルキーワード, 372
defaultsチャネル
設定ファイル, 203, 238

DEFER_GROUP_PROCESSING, 226

索引
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deferralrejectlimit, 420
deferred, 378, 380
defragment, 404
DelegatedAdministrator, 64-66
DelegatedAdministrator forMessaging, 115
deleted, 588
DELIVERY_OPTIONS, 222, 510, 511
dequeue_removeroute, 398
destinationfilter, 415, 547
destinationnosolicit, 420
destinationspamfilterXoptin, 416, 463
DIAGNOSTIC_CODE, 277
DIGEST-MD5, 648
Directory Server, 128
構成設定, 128
設定ディレクトリ, 128
ユーザーディレクトリ, 114, 128
要件, 128
ワークシート, 935

Directory Serverのレプリカ, 63-64
dirsync, 207
disableetrn, 362
disconnectbadauthlimit, 407
disconnectbadcommandlimit, 413
disconnectrecipientlimit, 413
disconnectrejectlimit, 413
disconnecttransactionlimit, 413
Dispatcher, MAX_CONNSオプション, 197
dispatcher.cnfファイル, 747-749
disposition_option.dat, 277
dispositionchannel, 415
DNS

IDENTプロトコル, 370
MXレコード, 371
ドメイン確認, 364
リバース検索, 370

dns_verify, 538
DNS,設定する, 58-62
DNS検索, 538-540
DNSの問題, MTAのトラブルシューティン
グ, 793-794

do_the_upgrade.sh, 82
DOMAIN_FAILURE, 210, 211
DOMAIN_MATCH_URL, 208
ダイレクト LDAPを有効にする, 233

DOMAIN_UPLEVEL, 208, 212, 214

domainetrn, 362
domainetrnチャネルキーワード, 362
domainUidSeparator, 213
domainvrfy, 363
dropblank, 393
duplicate aliases found,MTAエラーメッセージ, 789
duplicate host in channel table, MTAエラーメッセー
ジ, 789

duplicate mapping name found,MTAエラーメッセー
ジ, 789

E
EHLO, 358
ehlo, 361
EHLOコマンド, 361-362
ehloチャネルキーワード, 362
eightbitチャネルキーワード, 366
eightnegotiateチャネルキーワード, 366
eightstrictチャネルキーワード, 366
encryption.nsssl3ciphers, 660
encryption.rsa, 659
ENS
管理, 835
起動と停止, 835
サンプルプログラム, 834-835
設定パラメータ, 835-836
有効化, 834

error initializing ch_facility
compiled character set versionmismatch, 790
no room in, 790

errsendpost, 280
errwarnpost, 280
/etc/nsswitch.conf, 778
ETRNコマンド, 362
ETRNコマンドのサポート, 362-363
Event Notification Service, 833-836
「ENS

examplesファイル, 72-74
exclusive, 587
expandchannel, 386
expandchannelチャネルキーワード, 379
expandlimit, 386
expandlimitチャネルキーワード, 379
expire_exclude_list, 584, 595

索引
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expnallow, 364
expndefault, 364
expndisable, 364
exproute, 389
EXPROUTE_FORWARDoption, 390

F
field, 484, 491
fileinto, 415
filesperjob, 382
filesperjobチャネルキーワード, 379
filter, 415
FILTER_DISCARDチャネル, 548
FILTER_JETTISON, 548
folderpattern, 587
foldersize, 587
forwardcheckdeleteチャネルキーワード, 370
forwardchecknoneチャネルキーワード, 370
forwardchecktagチャネルキーワード, 370
FORWARDアドレスマッピング, 269-272
Forwardデータベース, 269-272
From:,アドレス, 390
FROM_ACCESSマッピングテーブル, 519, 526

G
gen.newuserforms, 124
gen.sitelanguage, 127-128
getent, 58-62

H
hashdir, 605
HAStoragePlus, 103-104
header_733, 388
header_822, 388
HEADER_LIMIT, 411
header_uucp, 388
headerlabelalign, 402
headerlimit, 411
headerlinelength, 402
headerread, 399

headerreadキーワード, 400
headertrim, 399
.HELDメッセージ, 784
HELDメッセージキューファイル, 784
HIDE_VERIFY, 364
holdexquota, 410
holdlimit, 386
holdlimitチャネルキーワード, 379
holdチャネル, 425
host, 484, 491
hostsファイル, 58-62
http,

//www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/certutil.html, 662
HTTPサービス

MTA設定, 145-149
SSLポート, 135
アイドル接続の切断, 140
アクセス制御フィルタ, 673-674
起動と停止, 116-120
クライアントアクセスの制御, 141
クライアントをログアウトする, 141
証明書に基づくログイン, 137-138
セキュリティー, 645
セッション ID, 645
接続設定, 147
設定, 145-149
特殊なWebサーバー, 145-149
パスワードに基づくログイン, 147
パフォーマンスパラメータ, 138-141
プロキシ認証, 675-676
プロセス当たりのスレッド, 140
プロセス当たりの接続数, 139
プロセス数, 138
プロセス設定, 147
ポート番号, 134
無効化, 147
メッセージ設定, 145-149
有効化, 147
ログイン要件, 136-138

HTTPのログ、無効化, 757
HTTPメッセージアクセス,「メッセージアクセス

I
iBiffconfigurationパラメータ, 836
ICAP, 456
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ICAP (続き)
オプションファイル, 490

iddenttcpsymbolicチャネルキーワード, 370
identd, 671
identnonelimitedチャネルキーワード, 371
identnonenumericチャネルキーワード, 371
identnonesymbolicチャネルキーワード, 371
identnoneチャネルキーワード, 371
identtcplimitedチャネルキーワード, 371
identtcpnumericチャネルキーワード, 370
identtcpチャネルキーワード, 370
IDENT検索, 370
ignorencoding, 404
iii_res*関数, SMTPサーバーが遅い, 778
IMAP,「メッセージアクセス
IMAPサービス

readershipユーティリティー, 605
SSL, 135, 651
SSLポート, 135
アイドル接続の切断, 140
アクセス制御フィルタ, 673-674
起動と停止, 116-120
共有フォルダ, 605
クライアントアクセスの制御, 141
クライアントデバッグ, 628-629
証明書に基づくログイン, 137-138, 660-661
接続設定, 143-145
設定, 143-145
パスワードに基づくログイン, 143-145, 650
パフォーマンスパラメータ, 138-141
プロセス当たりのスレッド, 140
プロセス当たりの接続数, 139
プロセス数, 138
プロセス設定, 143-145
ポート番号, 134, 135
見出し, 135, 143-145
無効化, 143-145
有効化, 143-145
ユーザーアクセスの監視, 626
ログイン要件, 136-138

imesrestore, 619
imexpire
「メッセージの自動削除
動作方式, 583-584

immnonurgent, 345, 380
immnonurgentチャネルキーワード, 378

immonitor-access, 808
improute, 389
IMPROUTE_FORWARD, 390
imquotacheck, 555, 580, 815
imqutoacheck, 606
ims50, 213, 216
imsbackupユーティリティー, 615, 616
imsched, 122, 583-584, 593
imsconnutil, 625
imsimta cache -view, 782
imsimta counters, 812
imsimta crdb, 541
imsimta ims, 533
imsimta process, 768
imsimta qm, 425
imsimta qm, 766, 801
imsimta qm counters, 815
imsimta reload, 235
imsimta run, 770
imsimta test -exp, 549-550, 551, 552
imsimta test -rewrite, 549, 767, 793

MTAのトラブルシューティング, 766
imsimta test -rewrite -filter, 549
imsimta qm stopおよび start, 770
imsrestoreユーティリティー, 615, 616
imta.cnf, 211, 237
imta.cnf設定ファイル,構造, 237
IMTA_LANG, 272
IMTA_MAPPING_FILEオプション, 239
IMTA_QUEUE, 202
IMTA_REVERSE_DATABASE, 266
INBOX、デフォルトのメールボックス, 603
includefinal, 279, 283
inetCanonicalDomainName, 212
inetDomainStatus, 213
inner, 399
innertrim, 399
installファイル, 72-74
INTERFACE_ADDRESS, 369
interfaceaddressチャネルキーワード, 369
INTERNAL_IPマッピングテーブル, 67-68
Internet ContentAdaptation Protocol, 455
interpretencoding, 404
IPv4照合, 245
IPアドレス,受信処理の停止, 771
IPアドレスのフィルタ, 530-531
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J
jettison, 548
JOB_LIMIT, 383
JOB_LIMITジョブコントローラオプション, 204, 260

L
language, 403
lastresortチャネルキーワード, 372
LDAP,MTAインタフェース, 207
LDAP_ADD_HEADER, 229
LDAP_ADD_TAG, 229
LDAP_ALIAS_ADDRESSES, 219
LDAP_ATTR_DOMAIN1_SCHEMA2, 209
LDAP_ATTR_DOMAIN2_SCHEMA2, 209
LDAP_ATTR_MAXIMUM_MESSAGE_SIZE, 228
LDAP_AUTH_DOMAIN, 227
LDAP_AUTH_PASSWORD, 228
LDAP_AUTH_POLICY, 227
LDAP_AUTH_URL, 228
LDAP_AUTOREPLY_TEXT, 515
LDAP_CANT_DOMAIN, 227
LDAP_CANT_URL, 228
LDAP_CONVERSION_TAG, 221, 434
LDAP_DELIVERY_FILE, 221
LDAP_DELIVERY_OPTION, 222
LDAP_DISK_QUOTA, 221
LDAP_DOMAIN_ATTR_ALIAS, 209
LDAP_DOMAIN_ATTR_AUTOREPLY_TIMEOUT, 213
LDAP_DOMAIN_ATTR_BASEDN, 209
LDAP_DOMAIN_ATTR_BLOCKLIMIT, 213, 220
LDAP_DOMAIN_ATTR_CANONICAL, 212
LDAP_DOMAIN_ATTR_CATCHALL_ADDRESS, 213,

214
LDAP_DOMAIN_ATTR_CONVERSION_TAG, 213,

434
LDAP_DOMAIN_ATTR_DISK_QUOTA, 213
LDAP_DOMAIN_ATTR_FILTER, 213
LDAP_DOMAIN_ATTR_MAIL_STATUS, 213
LDAP_DOMAIN_ATTR_MESSAGE_QUOTA, 213
LDAP_DOMAIN_ATTR_OPTIN, 213
LDAP_domain_attr_optinX, 467
LDAP_DOMAIN_ATTR_RECIPIENTCUTOFF, 213,

411
LDAP_DOMAIN_ATTR_RECIPIENTLIMIT, 213, 411

LDAP_DOMAIN_ATTR_REPORT_ADDRESS, 213
LDAP_DOMAIN_ATTR_ROUTING_HOSTS, 208
LDAP_DOMAIN_ATTR_SMARTHOST, 213, 215
LDAP_DOMAIN_ATTR_SOURCE_CONVERSION_TAG, 434
LDAP_DOMAIN_ATTR_SOURCEBLOCKLIMIT, 213,

407
LDAP_DOMAIN_ATTR_STATUS, 213
LDAP_DOMAIN_ATTR_UID_SEPARATOR, 213
LDAP_DOMAIN_FILTER_SCHEMA1, 209
LDAP_DOMAIN_ROOT, 209
LDAP_END_DATE, 225
LDAP_ERRORS_TO, 229
LDAP_EXPANDABLE, 229
LDAP_GROUP_DN, 229
LDAP_GROUP_OBJECT_CLASSES, 216
LDAP_GROUP_RFC822, 229
LDAP_GROUP_URL1, 228
LDAP_GROUP_URL2, 229
LDAP_HOST_ALIAS_LIST, 208
LDAP_LOCAL_HOST, 208
LDAP_MAIL_REVERSES, 230
LDAP_MESSAGE_QUOTA, 221
LDAP_MODERATOR_URL, 228
LDAP_OPTIN, 226, 459
LDAP_optinX, 467
LDAP_PERSONAL_NAME, 513
LDAP_PREFIX_TEXT, 229
LDAP_PRESENCE, 226
LDAP_PROGRAM_INFO, 221
LDAP_RECIPIENTCUTOFF, 411
LDAP_RECIPIENTLIMIT, 411
LDAP_REJECT_ACTION, 227
LDAP_REJECT_TEXT, 227
LDAP_REMOVE_HEADER, 229
LDAP_REPROCESS, 226
LDAP_SCHEMATAG, 214
LDAP_SOURCE_CONVERSION_TAG, 434
LDAP_SOURCEBLOCKLIMIT, 407
LDAP_SPARE_1, 221
LDAP_SPARE_2, 221
LDAP_START_DATE, 225
LDAP_SUFFIX_TEXT, 229
LDAP_USE_ASYNC, 232
LDAP_USER_OBJECT_CLASSES, 216
LDAP_USER_ROOT, 208
LDAPエラー、処理, 214-215

索引

951



LDAPサーバーフェイルオーバー, 131
LDAPディレクトリ

MTA, 203
検索のカスタマイズ, 128
設定ディレクトリ, 128
設定ディレクトリの設定内容の表示, 129
ユーザーディレクトリ, 114, 128
ユーザーディレクトリの検索の設定, 128-130
要件, 128

LDAPパラメータ, Messenger ExpressMultiplexor, 185
LDAPプロビジョニングツール, 66
Legato, 620-623
libspamass.so, 475
libファイル, 72-74
linelength, 406
linelimit, 407
Linux,デフォルトのベースディレクトリ, 41
LMTP, 495
設定, 500
配信の特徴, 496
バックエンドストア、MTAなし, 502-503, 503
プロトコル, 505-507
リレーの設定, 500-501

local.auto.restart, 121, 817
local.autorestart.timeout, 122, 817
local.enablelastaccess, 625
local.ens.enable, 120
local host too long,MTAエラーメッセージ, 790
local.hostname, 208
local.http.enableuserlist, 625
local.imap.enableuserlist, 625
local.imta.enable, 120
local.imta.hostnamealiases, 208
local.imta.mailaliases, 213
local.imta.schematag, 213
local.ldaphost, 131
LocalMail Transfer Protocol,「LMTP
local.mmp.enable, 120
local.probe.service.timeout, 817
local.probe.service.warningthreshold, 817
local.probe.warningthreshold, 817
local.queuedir, 817
local.sched.enable, 120
local.schedule.expire, 594
local.schedule.msprobe, 122, 818
local.schedule.purge, 594

local.schedule.taskname, 122
local.service.http.proxy, 186
local.service.http.proxy.port.hostname, 188
local.service.pab, 130
local.smsgateway.enable, 120
local.snmp.enable, 120
local.sso, 162
local.store.checkdiskusage, 800
local.store.expire.loglevel, 594, 595
local.store.notifyplugin, 836
local.store.overquotastatus, 575, 581
local.store.quotaoverdraft, 575, 581, 582
local.store.relinker.enabled, 612
local.store.relinker.maxage, 612
local.store.relinker.minsize, 612
local.store.relinker.purgecycle, 612
local.store.sharedfolders, 568
local.store.snapshotinterval, 633
local.store.snapshotpath, 633
local.ugldapbasedn, 130
local.ugldapbasedn configutil, 208
local.ugldapbindcred, 185
local.ugldapbinddn, 130, 185
local.ugldaphost, 130, 131, 185
local.ugldapport, 130
local.ugldapuselocal, 130, 131
local.watcher.enable, 120, 122, 818
local.webmail.cert.enable, 702
local.webmail.cert.port, 702
local.webmail.smime.enable, 702
local.webmail.sso, 162
local.webmail.sso.amcookiename, 153
local.webmail.sso.amloglevel, 153
local.webmail.sso.amnamingurl, 152
local.webmail.sso.id, 163
local.webmail.sso.prefix, 163
local.webmail.sso.singlesignoff, 153
localvrfyチャネルキーワード, 363
LOG_CONNECTION, 731
LOG_CONNECTIONオプション, 734
LOG_FILENAME, 731
LOG_FILENAMEオプション, 734
LOG_MESSAGE_ID, 731
log_message_id, 772
LOG_MESSAGE_IDオプション, 733
LOG_MESSAGES_SYSLOGオプション, 733
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LOG_NOTARY, 731
LOG_PROCESS, 731
LOG_PROCESSオプション, 734
LOG_TRANPORTINFO, 358
LOG_USERNAMEオプション, 735
logfile.service, 757
logfile.service.loglevel, 758
logging, 413
logheader, 413
logindn, 698
loginpw, 698
loopcheck, 414
< (小なり記号),ファイルを含める, 238
lチャネル, 238

M
MAIL_ACCESSマッピングテーブル, 519, 524
mail forwarding, 371
mail.log_current, 772
mailAllowedServiceAccess, 713
mailAlternateAddress, 213
mailAutoReplyMode, 514
mailAutoReplyText, 514
mailAutoReplyTextInternal, 515
mailAutoReplyTimeOut, 515
mailConversionTag, 221
mailDeferProcessing, 226
mailDeliveryOption, 222, 510
mailDomainCatchallAddress, 213
MailDomainConversionTag, 434
mailDomainConversionTag, 213
mailDomainDiskQuota, 574
mailDomainMsgMaxBlocks, 213
mailDomainMsgQuota, 574
mailDomainReportAddress, 213
mailDomainSieveRuleSource, 213
maildomainstatus, 581
mailDomainStatus, 213, 575
mailEquivalentAddress, 213
mailfromdnsverifyチャネルキーワード, 364
mailMessageStore, 599
mailMsgMaxBlocks, 220
mailMsgQuota, 574
mailQuota, 221, 574

mailRejectText, 227
mailRoutingAddress, 219
mailRoutingHosts, 208
mailRoutingSmartHost, 213
MailSieveRuleSource, 549
mailSieveRuleSource, 226
mailUserStatus, 574
mailuserstatus, 581
make_backup_config_changes.sh, 83
make_configutil_changes.sh, 83
make_mboxlistdb_changes.sh, 83
make_mta_config_changes.sh, 82-83
mapping name is too long,MTAエラーメッセージ, 789
master, 380
master_command, 260
master_debug, 414, 773
MAX_CLIENT_THREADS, 358
max_client_threads, 383
MAX_CONNS, 502
MAX_CONNSDispatcherオプション, 197
MAX_HEADER_BLOCK_USE, 405
MAX_HEADER_LINE_USE, 405
MAX_LIFE_CONNS, 502
MAX_LIFE_TIME, 502
MAX_MESSAGESジョブコントローラオプ
ション, 204

MAX_PROCS, 502
MAX_PROCS*MAX_CONNS, 778
MAX_PROCSディスパッチャーオプション
ディスパッチャー

MAX_PROCSオプション, 197
maxblocks, 405
maxheaderaddrs, 402
maxheaderchars, 402
maxjobs, 382
maxjobsチャネルキーワード, 204, 379
maxlines, 405
maxprocchars, 403
maysaslserver, 374
maytls, 660
maytlsclientチャネルキーワード, 377
maytlsserverチャネルキーワード, 377
maytlsチャネルキーワード, 377
mboxutil, 600-604
MD5, 610
MDN, 284
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MDN (message disposition notification)「通知」も参
照, 277

MEM
「Messenger ExpressMultiplexor

memberURL, 229
*.MERGEDファイル, 78-80
Message DispositionNotifications, 509
Message DispositionNotifications (MDN), 284
Message TransferAgent,「MTA
messagecount, 587
messagedays, 587
Message DispositionNotification、カスタマイズおよび
ローカライズ, 285-286

messagesize, 587
messagesizedays, 587
MessagingMultiplexor
「MMP
certmapプラグイン, 169
DNComps, 169
FilterComps, 169
IMAPの例, 179
POPの例, 180
SSLとともに使用, 176
vdmap, 171
暗号化, 168-169
仮想ドメイン, 170
起動/停止/更新, 175
機能, 167
しくみ, 167-168
事前設定, 173
事前認証, 170
ストア管理者, 169
設定, 172-175, 181
説明, 167
トポロジの例, 178

Messaging Server
ワークシート, 57, 940

Messaging ServerとDirectory Serverのレプリカのイン
ストール, 63-64

Messaging Server用の LDAPディレクトリの準
備, 49-57

Messenger Express, 58-62, 133
デバッグ, 628-629
トラブルシューティング, 638
不明または無効なパーティション, 639
ユーザーアクセスの監視, 626

Messenger ExpressMultiplexor
dcroot, 185
LDAPパラメータ, 185
Messenger Expressクライアントへのアクセス, 186
MMPとの類似点, 182
SSL, 182, 187
エラーメッセージ, 187
概要, 182
管理, 187
しくみ, 183
シングルサインオン, 188
製品バージョンの管理, 187
接続確立の手順, 184
設定, 184-186
テスト, 186
デフォルトドメイン, 185
複数プロキシサーバーの設定, 187
ホストドメイン, 182
有効化, 186
ログイン区切り, 186

Messenger ExpressMultiplexorの概要, 182
Messenger ExpressMultiplexorの有効化, 186
Messenger ExpressMultiplexorを使った接続の確
立, 184

Messenger Expressクライアントへのアクセス,
Messenger ExpressMultiplexor, 186

Messenger Expressメールフィルタ, 71-72
mgmanMemberVisibility, 229
mgrpAddHeader, 229
mgrpAllowedBroadcaster, 228
mgrpAllowedDomain, 227
mgrpAuthPassword, 228
mgrpBroadcasterPolicy, 227
mgrpDeliverTo, 228
mgrpDisallowedBroadcaster, 228
mgrpDisallowedDomain, 227
mgrpErrorsTo, 229
mgrpModerator, 227, 228
mgrpMsgMaxSize, 228
mgrpMsgPrefixText, 229
mgrpMsgRejectAction, 227
mgrpMsgSuffixText, 229
mgrpRemoveHeader, 229
mgrpRFC822MailMember, 229
Microsoft Exchange, 376-377
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MIME
概要, 426-428
処理, 404-406
ヘッダー, 427-428
メッセージの構築, 427

MIN_CONNSディスパッチャーオプション, 197
MIN_PROCSディスパッチャーオプション, 197
MISSING_RECIPIENT_POLICY, 393
missingrecipientpolicy, 392
mm_debug, 773
デバッグ用のツール

mm_debug, 769
mm_init, 788
mm_initでのエラー, 788
MMP, 58-62
MMP, 676
「MessagingMultiplexor
AService.cfgファイル, 174
AService-def.cfg, 174
ImapMMP.config, 174
ImapProxyAService.cfgファイル, 174
ImapProxyAService-def.cfg, 174
LDAPサーバーフェイルオーバー, 182
PopProxyAService.cfgファイル, 174
PopProxyAService-def.cfg, 174
SmtpProxyAService.cfg, 174
SmtpProxyAService-def.cfg, 174
SMTPプロキシ, 172
既存のインスタンスの変更, 175

MMPとMessenger ExpressMultiplexorの類似点, 182
MobileWay, 904-906
mode, 485, 491
modutil, 662
msexchange, 376
msg_svr_base, 72-74
msg_svr_base, 557
msprobe, 120, 816-819
MTA, 58-62
MTA, 788

imta.cnf書き換えルール, 211
LDAPインタフェース, 207
アーキテクチャー, 195
エイリアス展開, 211
エラー処理, 210
エラーメッセージ, 788-794
概念, 191

MTA(続き)
書き換えルール, 198, 207
グローバルオプションの設定, 256
コマンド行ユーティリティー, 265
サーバープロセス, 197-198
設定ファイル, 237-239, 253
チャネル, 196, 199
ディスパッチャー, 197
ディレクトリ情報, 203
データフロー, 207
動作方式, 207
トラブルシューティング, 765
メッセージキュー
「メッセージキュー

メッセージフロー, 195-196
問題と解決策, 775-787
リレーブロッキング, 535
リレーを追加する, 532-534
ログ, 723, 728

MTAエラーメッセージ, 788
bad equivalence for alias, 789
cannot open alias include file, 789
duplicate aliases found, 789
duplicate host in channel table, 789
duplicate mapping name found, 789
error initializing ch_facility

compiled character set versionmismatch, 790
no room in, 790

local host too long, 790
mapping name is too long, 789
no equivalence addresses, 790
no official host name for channel, 790
official host name is too long, 791

MTAキュー, 801
MTA設定ファイル, 237
MTAチャネル,起動と停止, 770
MTAの機能, 191
MTAの設定,トラブルシューティング, 766
MTAのトラブルシューティング

.HELDメッセージ, 784
imsimta qm start, 770
imsimta qm stop, 770
imsimta test -rewrite, 766
一般的なエラーメッセージ, 788

mm_init, 788
os_smtp_*エラー, 793-794
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MTAのトラブルシューティング,一般的なエラー
メッセージ (続き)

スワップ空間, 792
バージョンが一致していない, 791
ファイルのオープンまたは作成エラー, 792
不正なホストまたはドメインエラー, 793

一般的な問題
MTAがメールを着信しない, 777
SMTP接続時のタイムアウト, 777
サーバー側ルール (SSR), 786
受信したメッセージがエンコードされてい
る, 785

設定ファイルに対する変更, 776
メッセージがキューから取り出されない, 779
メッセージが配信されない, 782
ループしているメッセージ, 783

概要, 765
個々のチャネルを停止してから再起動する方
法, 770, 772

ジョブコントローラとディスパッチャー, 767
設定のチェック, 766
チャネルプログラムを手動で実行する方法, 770
ドメインまたは IPアドレスから受信処理を停止
する方法, 771

ネットワークおよびDNSの問題, 793-794
標準的な手順, 766
ファイルの所有権, 767
メッセージキューディレクトリのチェック, 766
メッセージに問題が発生した場所の識別, 774
メッセージパスにあるチャネルの識別, 771
例, 771
ログファイル, 768

MTAのトラブルシューティングの例, 771
MTAの例
チャネルの起動と停止, 772
メッセージの問題発生, 774

MTAマッピングファイル, 239
multiple, 411
Multiplexor,「MessagingMultiplexor
mustsaslserver, 374
musttls, 660
musttlsclientチャネルキーワード, 377
musttlsserverチャネルキーワード, 377
musttlsチャネルキーワード, 377
mxチャネルキーワード, 371
MXレコード検索, 793

MXレコードのサポート, 371
myprocmail、Pipeチャネル, 423

N
nameparameterlengthlimit, 410
nameserversチャネルキーワード, 372
NDAAuth-applicationID, 162
netstat, 802
NetworkApplianceファイラ, 599-600
NIS, 58-62
nms41, 213, 216
no equivalence addresses, MTAエラーメッセージ, 790
no official host name for channel, MTAエラーメッセー
ジ, 790

noaddreturnpath, 394
nobangoverpercent, 389
nobangoverpercentキーワード, 296
noblocklimit, 407
nocacheチャネルキーワード, 370
nodayofweek, 401
nodeferred, 379, 380
nodefragment, 404
nodestinationfilter, 415
nodropblank, 393
noehlo, 361
noehloチャネルキーワード, 362
noexproute, 389
noexquota, 410
nofileinto, 415
nofilter, 415
noheaderread, 399
noheadertrim, 399
noimproute, 389
noinner, 399
noinnertrim, 399
nolinelimit, 407
nologging, 413
noloopcheck, 414
nomailfromdnsverifyチャネルキーワード, 364
nomaster_debug, 414
nomsexchange, 376
nomxチャネルキーワード, 371
nonrandommxチャネルキーワード, 371
nonurgentbackoffチャネルキーワード, 379, 380
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nonurgentblocklimit, 384
nonurgentblocklimitチャネルキーワード, 379
nonurgentnotices, 279
nonurgentnoticesチャネルキーワード, 380
noreceivedfor, 394
noreceivedfrom, 394
noremotehost, 391
noreturnpersonal, 281
noreverse, 267, 393
normalbackoff, 380
normalbackoffチャネルキーワード, 379
normalblocklimit, 384
normalblocklimitチャネルキーワード, 379
normalnotices, 279
normalnoticesチャネルキーワード, 380
norules, 398
norulesチャネルキーワード, 308
nosasl, 374
nosaslserver, 374
nosaslswitchchannel, 374
nosendetrn, 362, 363
nosendpost, 280
noservice, 387
noslave_debug, 414
nosmtpチャネルキーワード, 361
nosourcefilter, 415
noswitchchannelキーワード, 372
NOTARY, 272
「通知メッセージ

notices, 279, 380
noticesチャネルキーワード, 379
NOTIFICATION_LANGUAGEマッピングテーブ
ル, 272, 274

notificationchannel, 415
notlsclientチャネルキーワード, 377
notlsserverチャネルキーワード, 377
notlsチャネルキーワード, 377
novrfy, 362
nowarnpost, 280
nox_env_to, 400
nsserversecurity, 659
nsswitch.conf, 58-62
nsswitch.confファイル, 372

O
official host name is too long,MTAエラーメッセー
ジ, 791

optin_user_carryover, 469
OR_CLAUSES, 227
ORCPT, 523
ORIG_MAIL_ACCESSマッピングテーブル, 519, 524
ORIG_SEND_ACCESSマッピングテーブル, 519, 522
ORIGINAL_ADDRESS, 277
os_smtp_openエラー, 793-794
os_smtp_readエラー, 793-794
os_smtp_writeエラー, 793-794
os_smtp_*エラー, 793-794

P
parameterlengthlimit, 410
PDU, 868
percentonly, 389
percents, 388
personalinc, 396
personalomit, 396
personalstrip, 396
pipeチャネル, 415, 423
pk12util, 663
PKCS #11,内部モジュールと外部モジュー
ル, 653-654

platformwin, 698
pool, 382
poolチャネルキーワード, 379
POP,「メッセージアクセス
POPBefore SMTP, 676-679
POPサービス

SSL, 651
アイドル接続の切断, 140
アクセス制御フィルタ, 673-674
起動と停止, 116-120
クライアントアクセスの制御, 141
クライアントデバッグ, 628-629
証明書に基づくログイン, 660-661
設定, 141-143
パスワードに基づくログイン, 650
パフォーマンスパラメータ, 138-141
プロセス当たりのスレッド, 140
プロセス当たりの接続数, 139
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POPサービス (続き)
プロセス数, 138
ポート番号, 134
見出し, 135
ユーザーアクセスの監視, 626
ログイン要件, 136-138

PORT, 369
port, 485, 492
PORT_ACCESS, 502, 528
PORT_ACCESSマッピングテーブル, 519, 528-529,

530
portチャネルキーワード, 369
postheadbody, 281
postheadbodyチャネルキーワード, 283
postheadonly, 281
postheadonlyチャネルキーワード, 283
preferredLanguage, 127

Q
Qレコード, 802

R
RAID技術,メッセージストアの, 596
randommxチャネルキーワード, 371
RBLチェック, 538-540
readership, 566, 605-606
readsigncert, 698
Received:ヘッダー内のアドレス,ヘッダー, 394
Received:ヘッダー内のアドレスへのエンベロープ,
ヘッダー, 394

receivedfor, 394
receivedfrom, 394
RECIPIENT_ADDRESS, 278
recipientcutoff, 411
recipientlimit, 411
reconstruct, 634, 636
パフォーマンス, 637-638

reconstructコマンド行ユーティリティー, 606
rejectsmtplonglines, 410
relinker, 609, 610
コマンド行モード, 610
動作方式, 609-610

relinker (続き)
リアルタイムモード, 611

reload, 235
remotehost, 391
resolv.conf, 58-62
resource.properties, 162
restricted, 393
restrictedチャネルキーワード, 394
return_option.dat, 277
RETURN_PERSONAL, 278
returnaddress, 281
returnenvelope, 281, 284
returnpersonal, 281
reverse, 393
REVERSE_ADDRESS_CACHE_SIZE, 231
REVERSE_ENVELOPE, 267
REVERSE_URL, 230
ダイレクト LDAPを有効にする, 233

reverseチャネルキーワード, 267
REVERSEマッピングテーブル, 265
REVERSEマッピングテーブルのフラグ, 267
revocationunknown, 699
rewrite rules, testing, 312
RFC 2476, 415
RFC 3507, 455
rfc822MailMember, 229
ROUTE_TO_ROUTING_HOST, 208
routelocal, 390
rules, 398
rulesチャネルキーワード, 308

S
S/MIME, 681

CommonAccess Card, 684
LDAP資格情報, 693-694
LDAPディレクトリ, 692
LDAPディレクトリの公開キー, 685
LDAPパスワードのペア, 693
smime.confファイル, 694-701
SSL, 702-704
アプレット, 686-688
アプレットのダウンロード, 687-688
インストール後の作業, 686-694
オプション, 701
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S/MIME (続き)
キーのペア, 685
基本設定, 688-692
スマートカード, 684-685
前提の概念, 682
定義された, 681-682
非公開キーと公開キー, 684
必要なソフトウェア/ハードウェア, 682-683
複数言語のサポート, 686
ユーザーの許可, 685

SASL
説明, 645
チャネルキーワード, 374

sasl.default.auto_transition, 647, 649
sasl.default.ldap, 648
sasl.default.ldap.has_plain_passwords, 646
sasl.default.ldap.searchfilter, 647
sasl.default.ldap.searchfordomain, 647
sasl.default.mech_list, 647, 649
sasl.default.transition_criteria, 646
saslswitchchannel, 372, 374
SASVE
設定例, 488-490
配備する, 488

SAVSE
オプション, 490-492
概要, 487
配備する, 487, 488
要件と使用法の考慮, 487

sbinファイル, 72-74
Secure/Multipurpose InternetMail Extension,「S/MIME
seen, 588
SEND_ACCESSマッピングテーブル, 519, 522
sendencryptcert, 699
sendencryptcertrevoked, 699
sendetrn, 362, 363
sendmail,クライアント, 69-71
sendpost, 280
sendsigncertrevoked, 700
sensitivitycompanyconfidential, 403
sensitivitynormal, 403
sensitivitypersonal, 403
sensitivityprivate, 403
SEPARATE_CONNECTION_LOGオプション, 734,

735
service, 387

service.{imap|pop|http}.plaintextmincipher, 647
service.dcroot, 185
service.defaultdomain, 185, 212
service.http, 148
service.http.enable, 120, 758
service.http.enablesslport, 148, 758
service.http.idletimeout, 149
service.http.maxmessagesize, 149
service.http.maxsessions, 149
service.http.maxthreads, 149
service.http.numprocesses, 149
service.http.plaintextmincipher, 143-145, 149
service.http.port, 148
service.http.sessiontimeout, 149
service.http.smtphost, 149
service.http.smtpport, 149
service.http.spooldir, 149
service.http.sslport, 148
service.imap, 143-145
service.imap.allowanonymouslogin, 647
service.imap.banner, 135, 143-145
service.imap.enable, 120
service.imap.enablesslport, 143-145
service.imap.idletimeout, 143-145
service.imap.maxthreads, 143-145
service.imap.numprocesses, 143-145
service.imap.port, 143-145
service.imap.sslport, 143-145
service.loginseparator, 136, 186
service.pop, 141-143
service.pop.banner, 135, 141-143
service.pop.enable, 120, 141-143
service.pop.enablesslport, 141-143
service.pop.idletimeout, 141-143
service.pop.maxsessions, 141-143
service.pop.maxthreads, 141-143
service.pop.numprocesses, 141-143
service.pop.sslport, 141-143
service.readtimeout, 817
sevenbitチャネルキーワード, 366
Sieve, 548
「「フィルタ」、「ユーザーレベル」

Sieveフィルタリング言語, 543
silentetrn, 362
silentetrnチャネルキーワード, 362
sims40, 216
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sims401, 213
single, 373, 411
single_sys, 257, 373, 411
single_sysチャネルキーワード, 374
singleチャネルキーワード, 374
slapd, 803-804
slapdに関する問題, 804
slave, 380
SLAVE_COMMANDオプション, 263
SLAVE_COMMANDジョブコントローラオプ
ション, 260

slave_debug, 414, 773
SMIME

Communications Express S/MIMEエンドユーザー
情報, 718-721

CRLチェック, 707
CRLチェックとプロキシサーバー, 709
CRLへのアクセス, 708-709
CRLへのアクセスの問題, 711
Javaコンソールを有効にする, 721
LDAPディレクトリに存在するキー/証明書の確
認, 715-717

LDAPディレクトリに含まれるCA証明
書, 713-714

LDAPディレクトリに含まれる公開キーおよび証
明書, 714-715

許可, 712-713
証明書の管理, 713-718
証明書の失効, 712
署名と暗号化の設定, 719-721
ネットワークセキュリティーサービス (NSS), 717
非公開キーと公開キーの確認, 705-712
古いCRL, 709-710
メッセージ時刻, 710-711
ユーザーの非公開キーまたは公開キーの調
査, 706-707

ログイン、初めて, 718-719
SMPPV3.4, 867
SMS, 857

SMSオプション, 889-895
アドレス妥当性チェック, 871-872
サイト定義のテキスト変換, 872-877
さらにチャネルを追加する, 902-903
書式設定テンプレート, 901-902
設定, 877
チャネルオプション, 881

SMS (続き)
チャネルオプションファイル, 880
チャネル定義と書き換えルール, 878-880
デバッグ, 905-906
電子メールから SMSへの変換, 861-867
電子メール変換オプション, 884-889
配信再試行, 903-904
ローカライズオプション, 897-901

SMS_Channel_TEXTマッピングテーブル, 872
SMSチャネル, 857
属性, 860
動作, 860
要件, 859

SMSチャネル、設定例, 904-906
SMSチャネル、追加, 877-880
SMTPAUTH, 532
smtp_clientプロセス, 497
smtp_crlfチャネルキーワード, 361
smtp_crorlfチャネルキーワード, 361
smtp_crチャネルキーワード, 361
smtp_lfチャネルキーワード, 361
SMTPMAILTOコマンド, 363
SMTPエラー, os_smtp_*エラー, 793-794
SMTPコマンドとプロトコルのサポート, 358-366
SMTPサーバーのパフォーマンスの低下, 778
SMTPサービス
アクセス制御, 517
起動と停止, 116-120
認証 SMTP, 650-651
パスワードに基づくログイン, 650-651
ポート番号, 651
リレーブロッキング, 535
リレーを追加する, 532-534
ログイン要件, 650-651

SMTP接続, 777, 802
SMTPチャネル, 357-378
SMTPチャネルオプションファイル, 677
smtpチャネルキーワード, 361
SMTPチャネルスレッド, 385-386
SMTP認証, 676
SMTPプロキシ, 661, 677-679

MMP, 172
SMTPブロック,インストール後の設定, 67-68
SMTPブロックの設定, 67-68
SMTPリレー, 495
追加, 532-534
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SNMP, 821
applTable, 826
applTableの使用法, 827
assocTable, 827-828
assocTableの使用法, 828
Messaging Serverの設定, 823-824
mtaGroupAssociationTable, 831
mtaGroupErrorTableの使用法, 832
mtaGroupTable, 829-831
mtaGroupTableの使用法, 830-831
mtaTable, 828-829
mtaTableの使用法, 829
MTA情報, 828
サーバー情報, 826
サポートされているMIB, 821
実装, 821-823
制限, 822
チャネルエラー, 832
チャネル情報, 829
チャネルのネットワーク接続, 831
提供される情報, 825-832
動作, 822-823
ネットワーク接続情報, 827
ほかの iPlanet製品との共存, 825

SOCKS_HOST, 492
SOCKS_PASSWORD, 492
SOCKS_PORT, 492
SOCKS_USERNAME, 492
sourceblocklimit, 407
sourcecommentinc, 395
sourcecommentmap, 395
sourcecommentomit, 395
sourcecommentstrip, 395
sourcecommenttota, 395
sourcefilter, 415, 547
sourcenosolicit, 420
sourcepersonalinc, 396
sourcepersonalmap, 396
sourcepersonalomit, 396
sourcepersonalstrip, 396
sourceroute, 388
sourcespamfilterXoptin, 416, 463
spamadjust, 493
SpamAssassin, 475

mode, 486
verdict, 475

SpamAssassin (続き)
オプション (spamassassin.opt), 484-486
結果, 475
サーバーを検索する, 476
スコア, 475
スパムのファイリング, 477-479
動作方式, 475-476
配備, 476-477
要件とパフォーマンス, 476
例, 477

spamd, 475
spamfilterX_action_n, 468
SpamfilterX_config_file, 466
spamfilterX_final, 468
SpamfilterX_library, 466
SpamfilterX_null_action, 467
SpamfilterX_null_optin, 467
SpamfilterX_optional, 467
SpamfilterX_string_action, 468
spamfilterX_verdict_n, 468, 479
spamtest, 493
SSL

CA証明書のインストール, 655-656
Messenger ExpressMultiplexor, 182, 187
POPover, 141-143
暗号化方式, 658-660
概要, 651-661
サーバー証明書の要求, 654
証明書, 653-657
証明書の管理, 656
内部モジュールと外部モジュール, 653-654
ハードウェア暗号化アクセラレータ, 654
パスワードファイル, 656-657
パフォーマンスの最適化, 661
有効化, 658-660

sslpassword.confファイル, 656-657
sslrootcacertsurl, 700
ssltap, 663
SSLを使用した POP, 141-143
SSLを使用したディレクトリの検索, 679
SSO, 151

cookie, 155
Messenger ExpressMultiplexor, 188
Messenger Express設定パラメータ, 152
信頼できるサークル, 154-163
制限, 152
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SSO (続き)
設定, 152-153
トラブルシューティング, 153-154

SSR, 786
構文の問題, 787

start-msg, 119
stop-msg, 119
store.admins, 560-561
store.cleanupage, 594
store.defaultmailboxquota, 575, 576
store.defaultmessagequota, 575
store.defaultpartition, 599
store.expirerule, 585
store.quotaenforcement, 575, 580, 581
store.quotaexceededmsg, 575, 578-579
store.quotaexceededmsginterval, 575, 579
store.quotagraceperiod, 575
store.quotanotification, 575, 577-578
store.quotawarn, 575, 579
store_root, 557
stored, 805
stored操作, 629
storedプロセス,メッセージストアのトラブルシュー
ティング, 629

streamingチャネルキーワード, 366
subaddressexact, 397
subaddressrelaxed, 397
subaddresswild, 397
subdirs, 412
使用方法, 773

subdirsチャネルキーワード, 412
submitチャネルキーワード, 415
Sun Cluster, 97
SunONEConsole, 116
sunManagedOrganization, 209
sunPreferredDomain, 209
SunPreferredDomain, 212
suppressfinal, 279, 284
switchchannel, 392, 535
switchchannelチャネルキーワード, 372
SymantecAnti-Virus Scanning Engine,「SASVE

T
TCP/IP

IDENT検索, 370
MXレコードのサポート, 371-372
インタフェースアドレス, 369
接続, 366
チャネル, 254, 358
ポート番号, 369
リバースDNS検索, 370

TCP/IPチャネル, 358
TCP/IPネームサーバー検索, 372
tcp_smtp_serverプロセス, 497
TCPクライアントアクセス制御

EXCEPT演算子, 670
identdサービス, 671-672
Netscapeコンソールインタフェース, 673-674
アクセスフィルタのしくみ, 666-667
アドレススプーフィングの検出, 673
概要, 665-676
仮想ドメイン, 673
フィルタの構文, 667-672
ホストの指定, 671
ユーザー名の検索, 671-672
例, 672-673
ワイルドカードのパターン, 670
ワイルドカード名, 669-670

TEXT_CHARSET, 278
threaddepth, 385
threaddepthチャネルキーワード, 379
throttle, 530
timestampdelta, 700
TLS, 141-143, 377
説明, 651
チャネルキーワード, 377

tlsswitchchannelキーワード, 377
tlsチャネルキーワード, 660
TLSの問題, 776
transactionlimit, 384
Transport Layer Security (TLS), 651
truncatesmtplonglines, 410
trustedurl, 701

U
uniqueMember, 229
UNIXシステムのユーザーとグループ, 48-49
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UNIX配信, 843
unrestricted, 393
unrestrictedチャネルキーワード, 394
UpgradeMsg5toMsg6.pl, 78-80
UpgradeMsg5toMsg6.pl, 80-81
urgentbackoff, 380
urgentbackoffチャネルキーワード, 379
urgentblocklimit, 384
urgentblocklimitチャネルキーワード, 379
urgentnotices, 279
urgentnoticesチャネルキーワード, 380
USE_CHECK, 485
USE_DOMAIN_DATABASE,ダイレクト LDAPを有効
にする, 233

USE_FORWARD_DATABASE, 270, 271, 272
USE_REVERSE_DATABASE, 230-231, 267, 271
ダイレクト LDAPを有効にする, 233

use_text_databases, 251
useconfigユーティリティー, 98
useintermediate, 284
usercertfilter, 701
uucp, 388
UUCPアドレス書き換えルール, 291
$U置換シーケンス, 300

V
VACATION_CLEANUP, 513
VACATION_TEMPLATE, 512, 513
vacationEndDate, 514
vacationStartDate, 513
Vacationモード, 845
vdmap (MessagingMultiplexor), 171
verdict, 486, 492
VerifySSO, 162
verifyurl, 162
Veritas Cluster Server, 97, 99
設定, 100
バージョン 3.5, 100

viaaliasoptional, 398
viaaliasrequired, 398
vrfyallowチャネルキーワード, 364
vrfydefaultチャネルキーワード, 364
vrfyhideチャネルキーワード, 364
VRFYコマンド, 363

VRFYコマンドのサポート, 363-364
$Vメタキャラクタ, 212-213

W
warnpost, 280
watcher, 120, 816-819
Webメール

HTTPサービス, 145-149
Messenger Express, 133

wrapsmtplonglines, 410

X
x_env_to, 400
X-Envelope-to
ヘッダー行
生成する, 400-401

X-REWRITE-SMS-ADDRESSマッピングテーブ
ル, 872

あ
アートマーク, 297
アイドル接続、切断, 140
アクセス制御
「マッピングテーブル
HTTPサービス, 141, 665-676
IMAPサービス, 141, 665-676
POPサービス, 141, 665-676
SMTPサービス, 518
TCPサービスへのアクセス、概要, 665-676
アクセスフィルタの作成, 673-674
クライアントアクセス, 141
適用されるとき, 531
フィルタの構文, 667-672
マッピングテーブル, 518
マッピングのテスト, 531-532
メッセージストア, 560-562
ユーザーの監視, 625-627

アスタリスク, 787
アスタリスク、アドレス内, 196
@ (アットマーク), 311
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アットマーク, 308, 311
アップグレード, 77-95
メールボックスの移行, 84-95

宛先アドレス, 412
アドレス

From:, 390
宛先, 412
エンベロープTo\\, 309
解釈, 389
書き換え, 391
空白のエンベロープ返信, 281
後方を探す, 390
処理, 387-398
!と%を使用, 389
不完全, 391-392
複数の宛先, 412
不正, 280
ルーティング情報, 389-390

アドレス書き換え,最初のホストまたはドメイン仕
様の抽出, 295

アドレス情報
代替アドレス, 840, 849
転送先アドレス, 843-844
プライマリアドレス, 840, 849
メーリングリスト, 848
メールユーザー, 839-840

アドレス内のルーティング情報, 389-390
アドレスの書き換え, 391
アドレスの変換, 265
アドレス変換, 265
アドレスマッピング、FORWARD, 269-272
アドレスメッセージヘッダー
個人名, 396
コメント, 395

アドレスメッセージヘッダー内の個人名, 396
アドレスリバース, 230-231
アドレスリバース制御, 267
アドレスリバース、チャネル固有, 268
アドレスリバースデータベース, 265
アドレスを解釈する, 389
アプリケーション ID, 155
アラビア語文字の検出, 443-444
アンインストール,高可用性, 109
暗号化,アクセラレータ, 654
暗号化の設定, 131, 719-721
暗号化方式,概要, 658-660

い
移行,メッセージストアのサイズ, 609
位置に固有の書き換え, 309-310
一般データベース, 251, 305, 540, 541
一般的なMTAエラーメッセージ, 788
委任管理, 115, 663-664
インクルードファイル, 72-74
インストーラ,サイレント, 62-63
インストール後の設定
再起動後の起動, 68-69
設定

SMTPブロック, 67-68
ポート番号, 74-75

インストール後のディレクトリレイアウト, 72-74
インストール後のポート番号, 74-75
インストールのテスト, Messenger Express

Multiplexor, 186
インタラクティブモード, 51-55
引用されたローカルパート, 393

う
ウィルススキャン, 426
ウィルスのフィルタ処理, 455
ウィルス防止, 455, 469, 487
スキャナ, 417

え
エイリアス, 263
エイリアスデータベース, 263

エイリアスデータベース, 396-397
エイリアス展開, 211
エイリアスファイル, 396-397
エラー通知メッセージ、ローカライズ, 272
エラーメッセージ

cannot open alias include file, 789
error initializing ch_facility, 790
Messenger ExpressMultiplexor, 187
MTA, 788

bad equivalence for alias, 789
duplicate aliases found, 789
duplicate host in channel table, 789
duplicate mapping name found, 789
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エラーメッセージ, MTA(続き)
local host too long, 790
mapping name is too long, 789
no equivalence addresses, 790
no official host name for channel, 790
official host name is too long, 791

エラーメッセージの記憶, 311
エンコーディング, 406
エンコードされた受信メッセージ, 785
エンコードされたメッセージ, 785-786
エンベロープTo\\,アドレス, 309

お
大きなメッセージの自動断片化, 405-406
オプション, SLAVE_COMMAND, 263
オプションファイル, 256

か
回復タスク

reconstructユーティリティー, 606
メールボックス, 634-638

外部サイトの SMTPリレー、NMSで許可, 533-534
外部モジュール (PKCS #11), 653-654
書き換え
内部ヘッダー, 393-394

書き換え後の構文チェック, 299
書き換えエラーメッセージ, 311
書き換えに関連するエラーメッセージの制御, 311
書き換えプロセス失敗, 295
書き換えルール, 207, 238

bang-style, 291
UUCPアドレス, 291
位置に固有, 309-310
書き換え後の構文チェック, 299
書き換えプロセスの終了, 298-299
空白行, 238
繰り返しテンプレートA%B, 293
検索, 297-298
構造, 288
コントロールシーケンス, 300-311
失敗, 299
指定したルートテンプレートA@B@C, 294

書き換えルール (続き)
説明, 198
タグ付きルールセット, 292
多数を扱う, 312
チェック, 398
置換、LDAPクエリーURL, 304-305
置換、一般データベース, 305-306
置換、カスタマ指定ルーチン, 306-307
置換、指定マッピング, 306
置換、単一フィールド, 307-308
置換、ホストまたはドメイン名と IPリテラ
ル, 303-304

置換、ユーザー名とサブアドレス, 303
置換、リテラル文字, 304
通常のテンプレートA%B@C, 293
テスト, 312
テンプレート, 292-295, 298
テンプレートにおける大文字と小文字の区
別, 294-295

テンプレートの置換, 300-311
動作, 295-300
ドメインリテラル, 299
任意のアドレスに一致, 292
パーセントハック, 291
パターンとタグ, 289
パターンの一致, 295
方向に固有, 309-310
ホストの位置に固有, 310
例, 313-314

書き換えルールの失敗, 299
仮想ドメイン,アクセス制御, 673
監視, 795

CPU使用状況, 800
httpd, 804-805
imapd, 804-805
LDAPDirectory Server, 803-804
LDAPサーバー, 808
mboxlistディレクトリ, 807
msprobe, 797, 816-819
MTA, 801-803
popd, 804-805
POPサーバーと IMAPサーバー, 808
SMTP接続, 802-803
stored, 805-806, 808
watcher, 795, 816-819
Webメールサービス, 804
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監視 (続き)
システムのパフォーマンス, 797-800
自動再起動, 120
ジョブコントローラ, 803
ツール, 808-819
ディスク容量, 797
ディスパッチャー, 803
データベースログファイル, 807
配信エラーの頻度, 801-802
配信時間, 797
ポストマスターメール, 796
メッセージアクセス, 804-806
メッセージキュー, 801
メッセージストア, 806-807
メッセージストアのデータベースロック, 807
ユーザーアクセス, 625-627
ログファイル, 796

完全指定ドメイン名 (FQDN), 296
! (感嘆符),コメントの表示, 238
感嘆符 (\\!), 297
管理, Messenger ExpressMultiplexor, 187
管理サーバー,ワークシート, 937
管理者によるアクセス制御
サーバー全体に対する, 664
サーバータスクに対する, 665
設定, 663-665
メッセージストアに対する, 560

管理トポロジ, 128

き
キーワード
表, 316-329, 329-357

起動/停止
HAサーバー, 116-117, 119-120, 120
HAサーバー以外, 117-120
サーバーの自動再起動, 120-122

キュー, 801
キュー、メッセージ, 201
競合,ポート番号, 74-75
行長の短縮, 406
行の長さの制限, 406
共有フォルダ, 562-564

ACL, 566-568
アクセス制御の権限, 566-568

共有フォルダ (続き)
監視, 570-572
公開フォルダ, 564-565
分散, 564, 568-570
有効化または無効化, 568

共有フォルダ、IMAP, 605

く
空白エンベロープアドレス, 281, 284
空白行,設定ファイル, 238
空白のエンベロープ返信アドレス, 281
区切り、設定, 136
クラスタエージェント, 98
グリーティングメッセージ, 123
ドメイン単位, 125-126

繰り返しパーセント記号, 297
グループ
「メーリングリスト
電子メール専用メンバー, 847
「メンバー」タブ, 847

グループ拡張属性, 226-230
グループ、作成, 114
グループ、動作方式, 226
グループフォルダ, 562-564

け
警告属性,ディスク容量, 607
言語
サーバーサイト, 127-128
ユーザー指定, 127

こ
コアファイル,メッセージストアのトラブルシュー
ティング, 630

高可用性
IPアドレスのバインド, 108-109
Sun Cluster, 104-107
Sun Clusterの前提条件, 103
useconfig, 98
クラスタエージェント, 98
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高可用性 (続き)
自動再起動, 122
設定解除, 109
設定に関する追加の注意事項, 108

高可用性の設定解除, 109
更新,設定, 78-81
構文の問題, SSR, 787
後方を探すアドレス, 390
個々のチャネルの起動, 770
個々のチャネルの停止, 770
コマンド, 638
コマンド行ユーティリティー

mboxutil, 600
MTA, 265
reconstruct, 606
stored, 607-608

コメント,アドレスメッセージヘッダー, 395
孤立アカウント, 604
コンソール, 116
コンパイル、MTA設定, 235-237
コンパイルしなおす、MTA, 235, 253
コンパイル済み設定のバージョンが一致していな
い, 791

コンポーネント,設定, 58-62

さ
サーバー応答時間, 816
サーバー側ルール, 543
サーバー側ルール (SSR)
作動していない, 786-787
トラブルシューティング, 786

サーバー証明書
管理, 656
要求, 654

サーバーの起動および停止, 116-120
サーバーの停止および起動, 116-120
サービス

HTTP, 133
IMAP, 133
MTA, 191, 235
POP, 133
SMTP, 191, 235
起動と停止, 116-120
有効化と無効化, 134

サービス拒否攻撃, 802
サービスの見出し, 135
サービス変換, 387
再起動後の起動, 68-69
最後のホスト, 372
再配信回数, 380-382
サイレントインストール, 62-63
サイレントモード, 55-57
削除されたReceived,ヘッダー行, 784
サブアドレス, 397

し
事前認証 (MessagingMultiplexor), 170
実行時設定, 57-63
指定配信日, 391-392
指定配信日のメッセージ処理, 380
自動再起動, 120
自動再起動、高可用性, 122
自動返信, 509
設定, 844-845

ジャンクメール,削除, 583-595
重要度レベル (ログの), 750-751
受信メッセージ,エンコードされた, 785
手動によるチャネルプログラムの実行, 770
消去, 559
/照合, 245
詳細レベル (ログの), 750-751
小なり記号 (<), 238
証明書, 662-663
インストール、信頼できるCA, 655-656
管理, 656
入手, 653-657
要求、サーバー, 654

証明書に基づくログイン, 137-138, 660-661
省略可能なフラグ, 58-62
ショートメッセージサービス、定義, 857
初期実行時設定, 57-63
サイレント, 62-63

ジョブコントローラ
JOB_LIMITオプション, 260
JOB_LIMITプールオプション, 204
limitsキーワード, 382
MAX_MESSAGESオプション, 204
maxjobsチャネルオプション, 204
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ジョブコントローラ (続き)
SLAVE_COMMANDオプション, 260
概念, 204-205
起動, 205
起動と停止, 205
コマンド, 258
再起動, 205
使用例, 258-263
設定ファイル, 257
停止, 205

シングルサインオン
「SSO
Messenger Express設定パラメータ, 161

信頼できるアプリケーション, 154
信頼できるサークル, 154

す
ステータス通知,「通知メッセージ
ステータスメッセージ,「通知メッセージ
スパム
「スパム防止
「スパム防止、Brightmail、SpamAssassin

スパムフィルタ, 543
スパムフィルタオプション, 466-469
スパム防止, 455, 487, 517, 583-595

Brightmail
「Brightmail

Sieve, 465
SpamAssassin
「SpamAssassin

アクション, 465
受取人の制限, 411
クライアントライブラリ, 457-458
サードパーティーのソフトウェアの配備, 456
スキャナ, 417
スパムスコア, 455, 487
チャネルレベルのフィルタ処理, 462
動作方式, 456
ドメインレベルのフィルタ処理, 460-461
フィルタするメッセージ, 458
複数のプログラム, 457-458
ユーザーレベルのフィルタ処理, 458-459
ライブラリパス, 457-458

スマートカード, 684-685

スレーブプログラム, 258, 380
スワップ空間
エラー, 792
コマンド, 792

せ
制限,行の長さ, 406
制限されたメールボックスのエンコーディン
グ, 393-394

制限容量
configutilパラメータ, 575
NetscapeMessaging Server, 582
警告, 577
使用状況, 606
設定, 572-575
属性, 574-575
通知, 573, 577, 580
ディスク, 572
ディスク容量, 572-575
適用, 573, 580-581
適用を有効にする, 580
デフォルト, 573, 576
ドメイン, 573, 577, 580
ファミリーグループ, 580
無効化, 580-581
メッセージ, 572
ユーザー, 572, 577
猶予期間, 581-582

制限容量チェックレポート, 815
製品バージョン, Messenger ExpressMultiplexor, 187
セキュリティー

HTTPサービス, 141, 645
IMAPサービス, 141
POPサービス, 141
S/MIME
「S/MIME

SASL, 645
SMTPサービス, 650
SSL, 651
TCPサービスへのクライアントアクセス, 665-676
TLS, 651
概要, 644
クライアントアクセスの制御, 141
証明書に基づくログイン, 137, 660-661
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セキュリティー (続き)
認証メカニズム, 645
パスワードに基づくログイン, 137

接続キャッシング, 369
接続、同時, 880
設定

Veritas Cluster Server, 100
高可用性, 104-107
コンポーネント, 58-62
省略可能なフラグ, 58-62
初期実行時, 57-63
パスワード, 113
ポート番号, 74-75

設定ディレクトリ, 128, 129
設定の変更, 776
設定ファイル, 72-74, 584, 595

dispatcher.cnf, 747-749
imta.cnf

構造, 237
MTA, 237
nsswitch.conf, 372
sslpassword.conf, 656-657
エイリアス, 254
オプション, 256
空白行, 238
ジョブコントローラ, 257
ディスパッチャー, 255
テイラー, 257
変換, 254
マッピング, 256

そ
増分バックアップの復元, 619-620
ソースチャネル固有,書き換え, 308
ソースファイル,含める, 238
ソースルート, 398
ソースルートアドレス, 296
存続期間決定ポリシー
「メッセージの自動削除
指定, 583-595
メールボックスのサイズ, 583
メッセージ件数, 583
メッセージストア, 583-595

た
対応するチャネルの性質, 373
代替電子メールアドレス, 840, 849
代替変換チャネル, 417
ダイレクト LDAP
「MTA
設定, 233

タグ付き書き換えルールセット, 292
多数宛メール, 617
タスクのスケジュール, 122-123
縦棒 (\\|), 292
断片化,長いメッセージ, 405-406

ち
置換、書き換えルール,固有文字列, 308
置換、マッピングテンプレート内, 246-248
着信接続, 373
着信メール, 777
着信メール用代替チャネル, 372-373
チャネル

8ビットデータ, 366
IDENT検索, 370
SASLサポート, 374
SMTPオプションファイル, 254
SMTP認証, 374
TCP/IPMXレコードのサポート, 371
TCP/IPポートの選択, 369
TLSキーワード, 377
キーワード, 359
構造, 202
作成, 780-782
ジョブの処理プール, 382
スレーブプログラム, 199
接続キャッシング, 369
設定, 315, 421
説明, 196, 199
送信専用, 415
ターゲットホストの選択, 373
代替, 372
チャネル固有のルールチェック, 308
定義, 202
定義済み, 421
定義のコメント行, 202
デフォルト、設定, 316
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チャネル (続き)
名前の解釈, 308
ネームサーバー検索, 372
プロトコルストリーミング, 366
プロトコル選択と改行記号, 361
方向性, 380
マスタープログラム, 199
メッセージキュー, 201
文字セットのラベル, 365
リバースDNS検索, 370

チャネルごとのサイズ制限, 405
チャネル処理,同時要求, 258
チャネルのデフォルト設定, 316
チャネルプログラム,トラブルシューティング, 770
チャネルプログラムを手動で実行する方法, 770
チャネルブロック, 202
チャネルプロトコルの選択, 361
チャネルホストテーブル, 202, 238
長期にわたるサービス障害, 280

つ
通知メッセージ, 280, 282-284
カスタマイズとローカライズ, 274-277
国際化, 277-278
作成, 272
追加機能, 278
内容が戻るのをブロック, 278
配信不能メールの配信間隔の設定, 279
ヘッダーのUS-ASCII以外の文字の削除, 278-279
ポストマスターへの送信とブロック, 280

通知メッセージの処理が正しくない,ループしてい
るメッセージ, 784

通知メッセージの代替アドレス, 279-280

て
定期的なメッセージ返送ジョブ, 281
ディスク使用量, 816
ディスク容量, 797-800
監視, 607
削減, 608-612
制限容量, 572-575

ディスパッチャー
MIN_CONNSオプション, 197
MIN_PROCSオプション, 197
起動, 198
再起動, 198
制御, 198
設定ファイル, 255
説明, 197
停止, 198
デバッグとログファイル, 747-749
トラブルシューティング, 777

ディスパッチャー設定ファイル, 255, 747-749
テイラーファイル, 257
ディレクトリ, 203
メッセージストア, 555
ログファイル, 751-752

ディレクトリレイアウト, 72-74
データの保守, 570-572
データファイル, 72-74
データベース,一般, 251
データベース、一般, 541
データベースログファイル,メッセージストアのト
ラブルシューティング, 630

デバッグ, 414
ディスパッチャー, 747-749

デバッグツール, imsimta qm, 801
デバッグ用のツール

channel_master.log-*ファイル, 774
imsimta cache -view, 782
imsimta process, 768
imsimta qm, 766
imsimta run, 770
imsimta test -rewrite, 767, 793
imsimta qm startおよび stop, 770
log_message_id, 772
mail.log_current, 772
mail.log_currentレコード, 774
master_debug, 773
slave_debug, 773
subdirs, 773
TCP/IPネットワーク

PING、TRACEROUTE、NSLOOKUP, 779
tcp_local_slave.log-*ファイル, 774
マッピングテーブル, 771
メッセージファイル, 774
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デフォルトドメイン, Messenger Express
Multiplexor, 185

デフォルトのエラーメッセージ,書き換えとチャネ
ル照合の失敗, 311

デフォルトのデータサイズ, 749
テレメトリ, 628-629
電子メール専用メンバー (グループ), 847
転送先アドレス, 843-844
添付, 404-406
添付ファイル,開く, 436

と
同時接続、制御, 880
特別な指示, 438
ドメイン

DNS確認, 364
アドレスの仕様, 295
削除, 115-116
受信処理の停止, 771
データベース, 312
リテラル, 299

ドメインの優先言語, 127
ドメインまたは IPアドレスからの受信処理の停
止, 771

ドメインを削除する, 115-116
トラブルシューティング
電子メールの送信が遅い, 787
メッセージストア, 638-640
ログイン失敗、POP, 136
ワイルドカード, 638

な
内部ヘッダー,書き換え, 393-394
内部ヘッダーの書き換え, 393-394
内部モジュール (PKCS #11), 653-654

に
任意のアドレスに一致, 292
認識されない
ドメイン仕様, 311

認識されない (続き)
ホスト仕様, 311

認証
HTTP, 136-138
IMAP, 136-138
MessagingMultiplexor, 169
POP, 136-138
SASL, 645
SMTP, 650-651
証明書に基づく, 645, 651
パスワード, 650
メカニズム, 645

認証されていないバルクメール, 538-540
認証済みアドレス, 375-376
認証済みサービス, 845

ね
ネイティブの sendmail設定ファイルの適用, 69-71
ネームサーバー検索, 372
ネットワークサービス, 258
ネットワークセキュリティーサービス, 662
ネットワークに関する問題, 801

は
バージョンが一致していない, 791
% (パーセント記号 ), 308
パーセント記号 (%), 308, 311
パーセントハック, 296
パーセントハックルール, 291
パーティション

primary, 595
RAID技術, 596
追加, 596
デフォルト, 597
ニックネーム, 597
パス名, 597
メールボックスの移動, 598
メッセージストア, 581-582
メッセージストアのパーティション構成, 595-599
容量一杯, 598

パーティション、無効, 639
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ハードウェアの容量,メッセージストアのトラブル
シューティング, 627

配信エラー, 801
配信オプション

POP/IMAP配信, 841-842
UNIX配信, 843
プログラム配信, 842
メールユーザー, 841-843

配信試行の失敗, 280
配信失敗, 380-382
配信ステータス通知,「通知メッセージ
配信不能メッセージ, 280
配信不能レポート,「通知メッセージ
配信レポート,「通知メッセージ
破棄メッセージ, 548
保存, 548

パスワード, 113
パスワード認証
「ログイン
HTTPサービス, 137
IMAPサービス, 137
LDAPユーザーディレクトリ, 130
POPサービス, 137
SMTPサービス, 650-651

パスワードの変更, 113
パスワードファイル (SSL用), 656-657
パスワードログイン, 650-651
バックアップグループ, 614
発行および購読, 833
バニティードメイン, 208, 233
パフォーマンス機能向上, LMTP, 495
パフォーマンスとチューニング, 72
パフォーマンスパラメータ
プロセス当たりのスレッド, 140
プロセス当たりの接続数, 139
プロセス数, 138

パフォーマンス、リレー, 495

ひ
ヒープサイズ, 749
非公開キー/公開キー, 706-707
日付, 2桁, 401
日付仕様,曜日, 401-402
日付の変換, 401

日付フィールド, 401
ビットフラグ, 281, 284
非標準のメッセージ形式,変換する, 404
標準的な手順, MTAのトラブルシューティング, 766

ふ
ファイル
設定ファイルに含める, 238
ヘッダーオプション, 400

ファイルのオープンまたは作成エラー, 792
ファイルの所有権,トラブルシューティング, 767
ファイルレイアウト, 72-74
フィルタ, 517, 543
「メールのフィルタリング
IPアドレス, 530-531
Messenger Express, 71-72
MTA全体, 544, 547
Sieve, 226
Sieve拡張, 493-494
チャネルレベル, 544
ユーザー単位, 543, 544
ユーザーレベルのデバッグ, 548-552

フォルダ、グループ/共有, 562-564
不完全なアドレスを修正する, 391-392
復元、Legato Networkerの使用, 623
複数アドレスの拡張, 386
複数の $M句, 308
複数の宛先アドレス, 412
複数のアドレス, 411-412
複数の送信チャネル, 373
複数プロキシサーバーの設定, Messenger Express

Multiplexor, 187
不在メッセージ, 509
不正なアドレス, 280
不正なホストまたはドメインエラー, 793

MXレコード検索, 793
不特定多数宛のメール,「スパム防止
部分メッセージ, 404-405
プライマリ電子メールアドレス, 840, 849
プログラム
スレーブ, 258
マスター, 258

プログラムの配信
pipeチャネル, 423
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プログラムの配信 (続き)
設定, 423

プログラム配信,指定, 842
プログラム、メッセージ送信, 426
プロセス,数, 138
プロセス当たりのスレッド, 140
プロトコルストリーミング, 366
プロビジョニング, 64-66
プロビジョニングオプション, LDAPプロビジョニン
グツール, 66

へ
ヘッダー

Return-path, 394
X-Envelope-to, 400-401
言語, 403
最大長, 403
削除する, 399-400
処理キーワード, 399-403
長い行を分割する, 402
不正な空白の受取人を削除, 393

ヘッダーオプションファイル, 400
ヘッダー、定義, 426-428
ヘッダートリミング, 400
ヘッダーのエンコーディング, 400-401
ヘッダーの最大長, 403
ヘッダーの配置, 402
変換処理のトラフィック, 428-429
変換制御, 254-255
変換タグ, 434
変換チャネル, 426
指示を渡す, 434-436
出力オプション, 434-436
情報フロー, 431
処理, 429-437
設定, 426, 428
代替, 417
ヘッダー管理, 436
変換処理のトラフィック, 428-429
変換制御, 254-255
マッピングテーブル, 436-437
メッセージの削除, 437-439
メッセージをバウンスする, 437-439
メッセージを保留する, 437-439

変換チャネル (続き)
例, 439-443

変換ファイル, 254, 429
変更, 272
返送メッセージ,内容, 281

ほ
方向に固有の書き換え, 309-310
ポート番号, 74-75
ホストドメイン, Messenger ExpressMultiplexor, 182
ホストの位置に固有の書き換え, 310
ポストマスター,アドレス, 281-284
ホストまたはドメイン仕様, 295
ホスト名
抽出, 296
非表示, 840, 849

ま
マスタープログラム, 258, 380
マッチングプロセス、書き換えルール, 297
マッピング, /照合, 245
マッピングエントリのテンプレート, 246-253
マッピングエントリのパターン, 243-245
マッピングテーブル, 240, 771
「アクセス制御
COMMENT_STRINGS, 395
FROM_ACCESS, 519
MAIL_ACCESS, 519
NOTIFICATION_LANGUAGE, 272
ORIG_MAIL_ACCESS, 519
ORIG_SEND_ACCESS, 519
PORT_ACCESS, 519, 530
SEND_ACCESS, 519
SMS_Channel_TEXT, 872
X-REWRITE-SMS-ADDRESS, 872
説明, 518
全一覧, 240
多数のエントリを処理する, 540-542

マッピングテンプレートの置換とメタキャラク
タ, 246-248

マッピング動作, 243
マッピングパターンのワイルドカード, 243-245
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マッピングファイル, 239, 256
検索する/読み込む, 239
ファイルフォーマット, 241

マッピングプローブ, 249
マニュアル, Communications Services関連マニュア
ル, 40

み
見出し

IMAP, 135
POP, 135

未配信メッセージ, 380-382

め
明示的なルーティング、無効, 390
明示的ルーティング, 389, 390
メーリングリスト

LDAP検索URL, 851-852
Netscapeコンソールアクセス, 846-848
アドレス (プライマリ), 849
既存のグループにアクセス, 847-848
新規グループの作成, 846-847
電子メール専用メンバー, 847
ホスト名の非表示, 849
「メール」タブ, 847, 848
メッセージ拒否のアクション, 855
メッセージ送信の制約, 853-855
「メンバー」タブ (グループ), 847
メンバーのダイナミック検索条件, 851-852
モデレータ, 855
リスト所有者, 850
リストに (電子メール専用)メンバーを追加す
る, 852-853

リストのメンバー, 850-853
メーリングリスト、作成, 114
「メール」タブ, 838, 839, 847, 848
メールのフィルタリング

MTA全体のフィルタ, 544
サーバー側ルール, 543
説明, 517
チャネルレベルのフィルタ, 544
マッピングテーブル, 518

メールのフィルタリング (続き)
ユーザー単位のフィルタ, 543

メールのリレー, 802
メール変換タグ, 434
メールボックス

INBOX, 603
mboxutilユーティリティー, 600
reconstructユーティリティー, 634-638
移行, 84-95
管理, 600-606
修復, 634-638
ネーミングルール, 603
配信用のデフォルトのメールボックス, 603
保護, 562
メッセージの自動削除, 583-595

メールボックス仕様, 393
メールボックスの移行, 84-95
メールボックスの移動, 598
メールボックスのエンコーディング
制限された, 393-394

メールユーザー
Netscapeコンソールアクセス, 837-839
POP/IMAP配信オプション, 841-842
UNIX配信オプション, 843
Vacationモード, 845
アドレス、指定, 839-840
アドレス (プライマリ), 840
既存のユーザーにアクセス, 838-839
自動返信設定, 844-845
新規ユーザーの作成, 837-838
代替アドレス, 840
転送先アドレス, 843-844
配信オプションの設定, 841-843
プログラム配信オプション, 842
ホスト名の非表示, 840
「メール」タブ, 838, 839

メタキャラクタ、マッピングテンプレート
内, 246-248

メッセージ
移行, 84-95
受取人ヘッダーがない, 392-393
キューから取り出す, 391
サイズ制限, 406-411
削除, 559
自動削除, 583-595
消去, 583-595
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メッセージ (続き)
断片化, 407

メッセージアクセス, 133
HTTP, 133-149
HTTPサービス, 133-149
IMAP, 133-149
POP, 133-149
POP、IMAP、HTTP, 134
サービスのポート番号, 134
全般設定, 133
ドメイン名を使用しないログイン, 136-137
パスワードに基づく, 137
ポート、暗号化された, 135
ログイン要件, 136-138

メッセージがキューから取り出されない, 779
メッセージが配信されない, 782
メッセージキュー, 201, 801
ディスクのサイズ設定, 201

メッセージキューディレクトリ,トラブルシュー
ティング, 766

メッセージキューの監視, 801
メッセージコピーにつき 1つの宛先システム, 412
メッセージ処理, 426
メッセージストア, 58-62

imsbackupユーティリティー, 616
imsrestoreユーティリティー, 616
Legato Networkerを使用したバックアップ, 620
mboxlistデータベースログファイル, 817
primaryパーティション, 595
RAID技術, 596
reconstructユーティリティー, 634
storedユーティリティー, 607-608
アクセス制御, 560-562
一般的な問題と解決策, 638-640
概要, 553-555
管理者によるアクセス, 560-562
共有フォルダ, 562-564
グループフォルダ, 562-564
コマンド行ユーティリティー, 554-555
孤立アカウントを削除, 604-605
サードパーティーのソフトウェアの使用, 623
制限容量 (「制限容量」も参照), 576-582
増分バックアップ, 616
存続期間決定ポリシー, 583-595
ディスク制限容量の設定, 572-575
ディスク容量の削減, 608-612

メッセージストア (続き)
ディスク容量の追加, 599-600
ディレクトリレイアウト, 555
データの復元, 616
デフォルトのパーティション, 597
トラブルシューティング, 627
パーティション, 581-582, 596
パーティション、デフォルトの変更, 599
パーティションの構成, 595-599
バックアップグループ, 614
バックアップ、ごみの除外, 617
バックアップポリシー, 613
保守と回復の手順, 599-612
メールボックスの再構築, 635-636
メールボックスのチェックと修復, 637
メッセージの削除, 559
メッセージの自動削除, 583-595
メッセージの消去, 559
メッセージの追跡, 760-762
猶予期間, 581-582
ログ, 723, 749
ログの例, 762-764

メッセージストアのトラブルシューティング, 627,
628
stored操作, 629
storedプロセス, 629
一般的な問題と解決策
ユーザーメールボックスディレクトリに関す
る問題, 639

監視, 627
コアファイル, 630
データベースログファイル, 630
ハードウェアの容量, 627
ユーザーフォルダ, 630

メッセージストアのバックアップ手順
Legato Networkerの使用, 620
サードパーティーのソフトウェアの使用, 623
順次バックアップ, 614
説明, 612
増分バックアップ, 614
単一コピーの手順, 613
同時バックアップ, 614
バックアップグループの作成, 614
バックアップユーティリティー, 615, 616
ビジネス負荷のピーク, 614
フルバックアップ, 614
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メッセージストアのバックアップ手順 (続き)
ポリシーの作成, 613

メッセージストアの復元, 612
メッセージストアの復元、考察, 618-620
メッセージの拒否, 408
メッセージの再組み立て, 404-405
メッセージの削除, 559
メッセージの自動削除, 583-595

GUI, 590
スケジュール, 593
スケジュールGUI, 594
ポリシー定義, 584-585, 588-589
ユーザーの除外, 584, 595
ルール設定, 585-593

メッセージの消去, 559
メッセージの問題発生, 774
メッセージの有効期限, 583-595
メッセージパスにあるチャネルの識別,方法, 771
メッセージヘッダー,日付フィールド, 401
メッセージヘッダー行,トリミングする, 400-401
メッセージヘッダー行をトリミングする, 400-401
「メンバー」タブ, 847

も
黙示的ルーティング, 390
文字セットのラベル, 365-366
文字セットラベルの生成, 365
モデレータ
定義, 855
メーリングリスト, 855

元の受取人, 523

ゆ
有効期限, 583-595
ユーザー
アクセスの監視, 625-627
削除, 115

ユーザー管理ユーティリティー,「Delegated
Administrator

ユーザー、作成, 114
ユーザーディレクトリ, 128-130
ユーザーとグループ, UNIXシステム, 48-49

ユーザーの移行, 425
ユーザーフォルダ,メッセージストアのトラブル
シューティング, 630
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