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Part1. 設定リファレンス 

Active! hunter の利用方法については、様々な環境に応じて柔軟に対応する事が可能です。 
ここでは、各想定されるご利用方法を例にその設定手順や注意点等を記載致します。 
Active! hunter がスタンドアロン構成（単体構成）が条件となります。 
 
1. 設定手順 
本章では下記の各設定例を元に設定手順を記載致します。 
※ここでの設定手順はシステム管理者画面の［簡単設定画面］（インストールまたはセットアップ直後に 1 度だけ 
表示される画面）から行うものではなく、通常の設定画面にて行う手順とします。 
 
【ご利用環境例 ①】  

 スパム判定されたメールは隔離せずマーキングして配送する。 
（スパムメールは隔離等させず MUA 側で振り分けさせたい為） 

 パーソナルコントローラを利用しない 
（ユーザに独自のフィルタ設定やフィルタの ON/OFF を選択させたくない） 

 ユーザ管理（登録・削除作業）を行いたくない。※既存 LDAP サーバ無し 
（Active! hunter の設置後は、極力メンテナンス作業等をしたくない為） 
 
 

【ご利用環境例 ②】 
 スパム判定されたメールは隔離する。 
 パーソナルコントローラを利用する。※既存 LDAP サーバ有り 
（ログイン認証には社員 ID を利用したい） 

 ユーザ管理（登録・削除作業）を行いたくない。※既存 LDAP サーバ有り 
（他のシステムで使用しているユーザアカウント管理は全て既存 LDAP サーバで行っている為） 

 利用するユーザ以外は、フィルタリングせずそのまま配送させたい。 
（利用するユーザ以外宛のメールはそのまま配送させたい） 

 送信を利用する。※送信先を DNS（MX レコード）に準じて行う 
 
 
【ご利用環境例 ③】 

 スパム判定されたメールは隔離する。 
 パーソナルコントローラを利用する。※既存 LDAP サーバ無し 
 ユーザ管理（登録・削除作業）をシステム管理者画面以外で行いたい。 
 利用するユーザ以外は、フィルタリングせずそのまま配送させたい。 
 バーチャルドメインやバーチャルアカウントが存在する。 
 システム管理者画面を複数の管理者個々に権限を与えて管理したい。 
 送信を利用する。※送信を上位 Relay サーバを介して行う。 
 
 

【ご利用環境例 ④ （評価環境）】 
※Active! hunter の評価を行う際の環境例です。 

 既設メールシステム上（配送経路上）に設置し評価を行う上で、正常メール/スパムメールの判定に関わらず受
信したメールに何も処理せず配送させたい（ユーザに気付かれずに評価を行いたい為） 
 
 

【ご利用環境例 ⑤ （評価環境）】 
※Active! hunter の評価を行う際の環境例です。 

 既存メールサーバ（スプールサーバ）からコピー（転送）したメールを利用して評価を行いたい。 
 

 
 
 
 
1.1. ご利用環境例 ① 
下記条件を想定した設定手順を記載致します。 
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 スパム判定されたメールは隔離せずマーキングして配送する。 
（スパムメールは隔離等させず MUA 側で振り分けさせたい為） 

 パーソナルコントローラを利用しない 
（ユーザに独自のフィルタ設定やフィルタの ON/OFF を選択させたくない） 

 ユーザ管理（登録・削除作業）を行いたくない。※既存 LDAP サーバ無し 
（Active! hunter の設置後は、ユーザ管理など極力メンテナンス作業等をしたくない為） 

 
1.1.1. Active! hunter サーバ 新規登録 
Active! hunter サーバの基本設定を行います。 
 
システム管理者画面の［システム設定］＋［A!hサーバ設定］の［Active! hunterサーバ新規登録］メニューの［IPアドレ
ス/サーバ名］の入力欄に自サーバの IP アドレスまたはサーバ名を入力し、<追加>ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2. メール基本処理方法 
スパム判定した際のメールの処理方法をマーキングして配送に設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
前述 1.1.1 と同設定画面の［共通動作設定］メニューの［スパム判定後のメールの処理方法］で〝スパムマーキングし
て配送する〟を選択します。 
 
1.1.3. スパムマーキング設定 
マーキング内容を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前述 1.1.1 と同設定画面の［共通動作設定］メニューの［スパムマーキング設定］でマーキングの挿入位置を選択しま
す。挿入位置が件名の場合は［挿入する文字列］にのみ入力し、X ヘッダに挿入する場合は［X ヘッダ］に挿入したい
X ヘッダ名を入力し、［挿入する文字列］に挿入したい文字列を入力します。 
 
1.1.4. 設定確定 
ここまで行った設定を確定させる為、同画面最下部の<OK>ボタンをクリックします。 
※設定確定をする事で画面を移動しても設定が元に戻る事はありません。また、この設定確定の<OK>ボタンでは設定が
反映されてはいません。 
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1.1.5. 配送メールサーバ設定 
Active! hunter で受信したメールを配送させる配送メールサーバを登録します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［配送メールサーバ設定］で配送先メールサーバの［IP アドレス/サーバ名］及び［ポート］番号を入
力し<追加>ボタンをクリックします。 
 
1.1.6. ユーザ認証サーバ設定 
ユーザ認証サーバの設定ではパーソナルコントローラへのログイン認証に利用します認証サーバを登録設定します。 
しかし今回の設定では、ユーザにパーソナルコントローラを利用させないのですが、Active! hunter の仕様として必ず 
登録しなければならない為、ダミーの設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［ユーザ認証サーバ設定］で［IP アドレス/サーバ名］を存在しない等機能していないサーバを登録
します。［プロトコル］及び［認証方式］も適当なものを選択し最後に<追加>ボタンをクリックします。 
 
1.1.7. ドメイン管理 
Active! hunter で受信するメールについては必ず該当するドメインを登録する必要があります。ここではご利用される
ドメインを登録すると同時に、ユーザを自動登録する為の設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システ ム管理］
＋［ドメイン管理］で［ドメイン名］にドメイン名を入力します。 
［配送メールサーバ］入力欄へ入力したドメイン宛てに受信したメールの、配送メールサーバを選択します。 
［PC ログイン時のユーザ認証］では前述 1.1.6 で登録したダミーのサーバを選択します。 
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［メール配送時のユーザ認証］で〝配送メールサーバ〟を選択し<追加>ボタンをクリックして登録します。 
 
この〝配送メールサーバ〟とは 2つ手前で選択された配送メールサーバの事を指し、当設定にてActive! hunter でメ
ール受信時に配送メールサーバへ SMTP で接続し RCPT TO までの結果を元に、配送メールサーバへのユーザの
存在確認を行います（認証を行う配送メールサーバでユーザ管理が行われている必要があります。宛先に関係なく全ての
メールを受信する設定の場合、Active! hunter で受信する全てのメール（ユーザ）が登録されてしまいます）ユーザが存在
した場合は Active! hunter に自動で当該ユーザが登録されます。存在しない場合は UserUnknown としてメールを受
信しません。 
 
※ユーザ自動登録時の各ユーザの設定につきましては［システム設定］＋［環境設定］の［ユーザ自動登録時のデフォルト］
にて行います。また、本機能にて認証したキャッシュを Active! hunter は一定期間保存します。キャッシュの設定につきまし
ては［システム設定］＋［環境設定］ の［認証］で行います。（詳細は本紙 Part2 環境設定を参照ください。） 
 
1.1.8. ユーザ自動削除の設定 
Active! hunter のデフォルト設定ではユーザを自動で登録を行いますが、自動で削除は行われません。 
この為、ユーザ管理を行いたくない場合（ユーザの自動登録と自動削除を行う）自動で削除をする設定にする必要が
あります。 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［環境設定］の［認証］の［ユーザ自動削除］で〝使用する〟を選択し、同画面最下部の<OK>ボタ
ンをクリックして設定を反映させます。 
 
 
 
 
 
 
1.1.9. 設定反映 
これまで行った設定を画面右上部の<設定反映>ボタンをクリックして設定を反映させます。 
 
 
 
 
 
以上で本設定要件を満たします。引き続きフィルタを含め各種設定を行います。設定の詳細は別紙〝管理者マニュア
ル〟等を参照して行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. ご利用環境例 ② 
下記条件を想定した設定手順を記載致します。 
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 スパム判定されたメールは隔離する。 
 パーソナルコントローラを利用する。※既存 LDAP サーバ有り 
（ログイン認証には社員 ID を利用したい） 

 ユーザ管理（登録・削除作業）を行いたくない。※既存 LDAP サーバ有り 
（他のシステムで使用しているユーザアカウント管理は全て既存 LDAP サーバで行っている為） 

 利用するユーザ以外は、フィルタリングせずそのまま配送させたい。 
（利用するユーザ以外宛のメールはそのまま配送させたい） 

 送信を利用する。※送信先を DNS（MX レコード）に準じて行う 
 
 
1.2.1. Active! hunter サーバ 新規登録 
Active! hunter サーバの基本設定を行います。 
 
システム管理者画面の［システム設定］＋［A!hサーバ設定］の［Active! hunterサーバ新規登録］メニューの［IPアドレ
ス/サーバ名］の入力欄に自サーバの IP アドレスまたはサーバ名を入力し、<追加>ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. メール基本処理方法 
スパム判定した際のメールの処理方法を〝配送せずサーバに隔離する〟に設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
前述 1.2.1 と同設定画面の［共通動作設定］メニューの［スパム判定後のメールの処理方法］で〝配送せずサーバに
隔離する〟を選択します。 
 
1.2.3. Active! hunter に登録されていないユーザのメールをメールサーバに配送する 
Active! hunter を利用するユーザ以外が宛先のメールも受信し、フィルタリングせずそのまま配送させる為の設定を
行います。 
 
 
 
 
 
 
前述 1.2.2 と同設定画面の［メール配送方法］で［Active! hunter に登録されていないユーザのメールをメールサーバ
に配送する］チェックボックスにチェックを入れます。 
 
 
 
 
1.2.4. 設定確定 
ここまで行った設定を確定させる為、同画面最下部の<OK>ボタンをクリックします。 
※設定確定をする事で画面を移動しても設定が元に戻る事はありません。また、この設定確定の<OK>ボタンでは設定が
反映されてはいません。 
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1.2.5. 送信設定 
Active! hunter を送信サーバとして利用する為の設定を行います。 
Active! hunter を利用した送信の際、DNS を参照して送信先を決定する設定を行います。 
 
［システム設定］＋［送信設定］の［送信 MTA の使用］で〝使う〟を選択します。 
［SMTP AUTH の使用］は環境に併せて選択します。 
［送信方法］で〝DNS を参照して直接送信する〟を選択します。 
<OK>ボタンをクリックして設定を確定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
送信を許可する設定を行います。 
 
同設定画面の［送信許可 IP アドレス / ネットワークの設定 新規登録］で［IP アドレス/ネットワークアドレス］欄に 
許可をする IP アドレスまたはネットワークアドレスを入力して<追加>ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.6. LDAP サーバ設定 
パーソナルコントローラのユーザ認証及びユーザ管理（登録・削除）を行わない為の設定で既存 LDAP サーバを利用
した設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［LDAP サーバ設定］の［設定］メニューで［LDAP サーバ名/IP アドレス］欄に既設 LDAP サーバの
IP アドレスを入力します。 
［LDAP サーバ ポート番号］欄に LDAP が利用しているポート番号を入力します。 
［RootDN］と［パスワード］欄にそれぞれ入力し、［BaseDN］に検索を開始するディレクトリを入力します。 
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パーソナルコントローラのログイン認証に LDAP を利用する為の設定をします。 
［パーソナルコントローラのログイン認証で LDAP を使用する］を〝使用する〟を選択します。 
［検索クエリ］で検索を行うクエリを設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
※%id がログイン ID となりますので、社員 ID が記述されたアトリビュートを上記例の〝uid〟の部分で指定します。 
 
上記設定の状態だと社員 IDがメールアドレスとなってしまうのでログイン IDとは別のメールアドレスが記載されたアト
リビュートを指定します。 
 
 
 
 
 
 
メール受信時にユーザ認証を行う為の設定を行います。 
メール受信の際の宛先に記載されたメールアドレスを保持したアトリビュートを指定します。 
 
 
 
 
 
 
 
全ての入力が完了したら画面最下部の<OK>ボタンをクリックし設定を確定します。 
 
 
 
 
 
 
1.2.7. 配送メールサーバ設定 
Active! hunter で受信したメールを配送させる配送メールサーバを登録します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［配送メールサーバ設定］で配送先メールサーバの［IP アドレス/サーバ名］及び［ポート］番号を入
力し<追加>ボタンをクリックします。 
 
 
 
1.2.8. ドメイン管理 
Active! hunter で受信するメールについては必ず該当するドメインを登録する必要があります。ここではご利用される
ドメインを登録すると同時に、ユーザを自動登録する為の設定を行います。 
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［システム管理］＋［ドメイン管理］で［ドメイン名］にドメイン名を入力します。 
［配送メールサーバ］入力欄へ入力したドメイン宛てに受信したメールの、配送メールサーバを選択します。 
［PC ログイン時のユーザ認証］では〝LDAP〟を選択します。 
［LDAP BaseDN］では前述 1.2.6 で設定した BaseDN で良ければ〝基本設定を使用する〟を選択します。 
各登録するドメイン毎に BaseDN を変更したい場合は〝基本設定を使用する〟チェックを外し入力欄に BaseDN を
入力し設定します。 
［メール配送時のユーザ認証］で〝LDAP〟を選択し<追加>ボタンをクリックして登録します。 
メールを受信した際に宛先のメールアドレスを設定された LDAP サーバへ認証します。ユーザが存在した場合は 
Active! hunter に自動で当該ユーザが登録されます。存在しない場合は、自動ユーザ登録は行われずフィルタリング
を行うこと無く登録された配送メールサーバへそのまま配送されます。 
 
※ユーザ自動登録時の各ユーザの設定につきましては［システム設定］＋［環境設定］の［ユーザ自動登録時のデフォルト］
にて行います。また、本機能にて認証したキャッシュを Active! hunter は一定期間保存します。キャッシュの設定につきまし
ては［システム設定］＋［環境設定］ の［認証］で行います。（詳細は本紙 Part2 環境設定を参照ください。） 
また、メール受信時の認証成功による自動登録以外にパーソナルコントローラの認証に LDAP を利用する設定の為、 
ユーザがパーソナルコントローラへのユーザ認証に成功した場合でも自動でユーザが Active! hunter に登録されます。 
（環境設定が Default 設定の場合）パーソナルコントローラ認証成功時に自動ユーザ登録を行いたくない場合は［環境設
定］の［PC 認証時ユーザ自動登録］を〝使用しない〟にする必要があります。 
 
1.2.9. ユーザ自動削除の設定 
Active! hunter のデフォルト設定ではユーザを自動で登録を行いますが、自動で削除は行われません。 
この為、ユーザ管理を行いたくない場合（ユーザの自動登録と自動削除を行う）自動で削除をする設定にする必要が
あります。 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［環境設定］の［認証］の［ユーザ自動削除］で〝使用する〟を選択し、同画面最下部の<OK>ボタ
ンをクリックして設定を反映させます。 
 
 
 
 
 
1.2.10. 設定反映 
これまで行った設定を画面右上部の<設定反映>ボタンをクリックして設定を反映させます。 
 
 
 
以上で本設定要件を満たします。引き 続きフィルタを含め各種設定を行いま
す。設定の詳細は別紙〝管理者マニュアル〟等を参照して行ってください。 
1.3. ご利用環境例 ③ 
下記条件を想定した設定手順を記載致します。 
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 スパム判定されたメールは隔離する。 
 パーソナルコントローラを利用する。※既存 LDAP サーバ無し 
 ユーザ管理（登録・削除作業）をシステム管理者画面以外で管理者にて行いたい。 
 利用するユーザ以外は、フィルタリングせずそのまま配送させたい。 
 バーチャルドメインやバーチャルアカウントが存在する。 
 システム管理者画面を複数の管理者個々に権限を与えて管理したい。 
 送信を利用する。※送信を上位 Relay サーバを介して行う。 

 
1.3.1. Active! hunter サーバ 新規登録 
Active! hunter サーバの基本設定を行います。 
 
システム管理者画面の［システム設定］＋［A!hサーバ設定］の［Active! hunterサーバ新規登録］メニューの［IPアドレ
ス/サーバ名］の入力欄に自サーバの IP アドレスまたはサーバ名を入力し、<追加>ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. メール基本処理方法 
スパム判定した際のメールの処理方法を〝配送せずサーバに隔離する〟に設定します。 
 
 
 
 
 
 
前述 1.3.1 と同設定画面の［共通動作設定］メニューの［スパム判定後のメールの処理方法］で〝配送せずサーバに
隔離する〟を選択します。 
 
1.3.3. Active! hunter に登録されていないユーザのメールをメールサーバに配送する 
Active! hunter を利用するユーザ以外が宛先のメールも受信し、フィルタリングせずそのまま配送させる為の設定を
行います。 
 
 
 
 
 
 
前述 1.2.2 と同設定画面の［メール配送方法］で［Active! hunter に登録されていないユーザのメールをメールサーバ
に配送する］チェックボックスにチェックを入れます。 
 
1.3.4. 設定確定 
ここまで行った設定を確定させる為、同画面最下部の<OK>ボタンをクリックします。 
※設定確定をする事で画面を移動しても設定が元に戻る事はありません。また、この設定確定の<OK>ボタンでは設定が
反映されてはいません。 
 
 
1.3.5. 配送メールサーバ 設定 
Active! hunter で受信したメールを配送させる配送メールサーバを登録します。 
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［システム設定］＋［配送メールサーバ設定］で配送先メールサーバの［IP アドレス/サーバ名］及び［ポート］番号を入
力し<追加>ボタンをクリックします。 
また、送信の際に指定した MTA をリレー先に設定する為、同様にリレーさせたい MTA を登録します。 
 
1.3.6. 送信設定 
Active! hunter を送信サーバとして利用する為の設定を行います。 
Active! hunter を利用した送信の際、指定した MTA へリレー設定を行います。 
 
［システム設定］＋［送信設定］の［送信 MTA の使用］で〝使う〟を選択します。 
［SMTP AUTH の使用］は環境に併せて選択します。 
［送信方法］で〝配送メールサーバを使用する〟を選択します。 
<OK>ボタンをクリックして設定を確定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
送信を許可する設定を行います。 
同設定画面の［送信許可 IP アドレス / ネットワークの設定 新規登録］で［IP アドレス/ネットワークアドレス］欄に 
許可をする IP アドレスまたはネットワークアドレスを入力して<追加>ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.7. ユーザ認証サーバ設定 
ユーザ認証サーバの設定ではパーソナルコントローラへのログイン認証に利用します認証サーバを登録設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［ユーザ認証サーバ設定］で［IP アドレス/サーバ名］を認証に使用する POP3 または IMAP サーバ 
の IP アドレスまたはサーバ名を入力します。 
［プロトコル］欄に該当するものを選択します。 
［認証方式］をドメイン付きか否か選択し最後に<追加>ボタンをクリックします。 
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1.3.8. ドメイン管理 
Active! hunter で受信するメールについては必ず該当するドメインを登録する必要があります。ここではご利用される
ドメインを登録します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム管理］＋［ドメイン管理］で［ドメイン名］にドメイン名を入力します。 
［配送メールサーバ］入力欄へ入力したドメイン宛てに受信したメールの、配送メールサーバを選択します。 
［PC ログイン時のユーザ認証］では前述 1.3.7 で設定した POP3/IMAP サーバを選択します。 
［メール配送時のユーザ認証］は〝使用しない〟を選択し<追加>ボタンをクリックして登録します。 
 
1.3.9. 設定反映 
これまで行った設定を画面右上部の<設定反映>ボタンをクリックして設定を反映させます。 
 
 
 
 
1.3.10. ユーザ登録 
ユーザ登録方法をシステム管理者画面および自動登録以外で行う方法として、コマンドを使用した方法が可能です。 
コマンドによるユーザ管理方法につきましては、別紙のActive! hunter管理者マニュアル内の〝8-1各種コマンドの使
用〟を参照ください。※アプライアンス製品の場合はマニュアル記載はありません。 
 
1.3.11. バーチャルドメイン/バーチャルアカウントの登録 
バーチャルドメインの登録はシステム管理者画面から行います。事前に前述 1.3.8 のように［ドメイン管理］画面にてド
メインを登録しておく必要があります。また、バーチャルアカウントにつきましては、コマンドからも管理可能です。コマ
ンドによる管理は、別紙の Active! hunter 管理者マニュアル内の〝8-1 各種コマンドの使用〟を参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム管理］＋［ドメイン Alias 管理］の［ドメイン Alias 新規登録］メニューから［Alias ドメイン］にバーチャルドメイ
ンを入力します。［受信ドメイン名］から登録済みのドメインを選択します。［メール配送先］を〝Alias ドメイン〟または
〝受信ドメイン〟の中から選択し最後に<追加>ボタンをクリックします。※これにより上記例では、〝
hoge@example.com〟宛に受信したメールを〝hoge@example.jp〟宛に受信したメールとして処理を行います。 
 
1.3.12. 管理者アカウントの作成 
Active! hunter の管理を行う管理者を、システム管理者画面へのログイン ID 別に権限を保持し作成します。 
 
各設定の詳細は別紙 Active! hunter 管理者マニュアルの〝4-11 管理者権限設定〟〝4-12 管理者設定・管理〟及
び〝7 補足 ［管理者権限設定］〟を参照ください。 
 
以上で本設定要件を満たします。引き続きフィルタを含め各種設定を行います。設定の詳細は別紙〝管理者マニュア
ル〟等を参照して行ってください。 
1.4. ご利用環境例 ④ （評価環境） 
※Active! hunter の評価を行う際の環境例です。 
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 既設メールシステム上（配送経路上）に設置し評価を行う上で、正常メール/スパムメールの判定に関わらず 
受信したメールに何も処理せず配送させたい（ユーザに気付かれずに評価を行いたい為） 
 

※ユーザ登録未登録に関係無くメールを受信しないフィルタ設定が以下の通りありますので、設定についてはこの点 
ご留意ください。 
 

 ［受信フィルタ］＋［IP フィルタ］＋［ダイナミック IP ブロッキング］に該当する接続 
 ［受信フィルタ］＋［IP フィルタ］＋［RBL（IP）］で［判定後の動作］で〝SMTP 接続を切断する〟を選択した設定
で本フィルタに該当する接続 

 ［受信フィルタ］＋［SMTP フィルタ］＋［セッション制限］に該当するセッション 
 
1.4.1. Active! hunter サーバ 新規登録 
Active! hunter サーバの基本設定を行います。 
 
システム管理者画面の［システム設定］＋［A!hサーバ設定］の［Active! hunterサーバ新規登録］メニューの［IPアドレ
ス/サーバ名］の入力欄に自サーバの IP アドレスまたはサーバ名を入力し、<追加>ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2. メール基本処理方法 
スパム判定した際のメールの処理方法を〝そのまま配送する〟に設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
前述 1.4.1 と同設定画面の［共通動作設定］メニューの［スパム判定後のメールの処理方法］で〝そのまま配送する
〟を選択します。 
 
1.4.3. Active! hunter に登録されていないユーザのメールをメールサーバに配送する 
Active! hunter を利用するユーザ以外が宛先のメールも受信し、フィルタリングせずそのまま配送させる為の設定を
行います。 
 
 
 
 
 
 
前述 1.4.2 と同設定画面の［メール配送方法］で［Active! hunter に登録されていないユーザのメールをメールサーバ
に配送する］チェックボックスにチェックを入れます。 
 
 
1.4.4. 設定確定 
ここまで行った設定を確定させる為、同画面最下部の<OK>ボタンをクリックします。 
※設定確定をする事で画面を移動しても設定が元に戻る事はありません。また、この設定確定の<OK>ボタンでは設定が
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反映されてはいません。 
 
 
 
 
 
1.4.5. 配送メールサーバ設定 
Active! hunter で受信したメールを配送させる配送メールサーバを登録します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［配送メールサーバ設定］で配送先メールサーバの［IP アドレス/サーバ名］及び［ポート］番号を入
力し<追加>ボタンをクリックします。 
 
1.4.6. ユーザ認証サーバ設定 
ユーザ認証サーバの設定ではパーソナルコントローラへのログイン認証に利用します認証サーバを登録設定します。 
パーソナルコントローラを利用しない場合でも、本設定にて登録する必要があり、その場合適当なサーバを指定して
登録を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム設定］＋［ユーザ認証サーバ設定］で［IP アドレス/サーバ名］を認証に使用する POP3 または IMAP サーバ
の 
IP アドレスまたはサーバ名を入力します。 
［プロトコル］欄に該当するものを選択します。 
［認証方式］をドメイン付きか否か選択し最後に<追加>ボタンをクリックします。 
 
1.4.7. ドメイン管理 
Active! hunter で受信するメールについては必ず該当するドメインを登録する必要があります。ここではご利用される
ドメインを登録します。※Active! hunter を利用しないドメインについても登録を行わないと当該ドメイン宛の受信メールを
受信し配送する事ができませんのでご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［システム管理］＋［ドメイン管理］で［ドメイン名］にドメイン名を入力します。 
［配送メールサーバ］入力欄へ入力したドメイン宛てに受信したメールの、配送メールサーバを選択します。 
［PC ログイン時のユーザ認証］では前述 1.4.6 で設定した POP3/IMAP サーバを選択します。 
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［メール配送時のユーザ認証］は〝使用しない〟を選択し<追加>ボタンをクリックして登録します。 
 
1.4.8. レポートメール送信設定 
レポートメールは設定された送信周期内に 1 通でもスパム判定されたメールが存在していた場合、宛先ユーザへ 
期間内のメール受信情報を集計したものをレポート形式でメール配信します。 
ユーザに Active! hunter の存在を気付かれずに評価を行う場合この設定は無効に設定しておく必要があります。 
 
 
 
 
［システム設定］＋［レポート送信］の［自動送信機能］から〝無効〟を選択し<OK>ボタンをクリックします。 
 
1.4.9. 設定反映 
これまで行った設定を画面右上部の<設定反映>ボタンをクリックして設定を反映させます。 
 
 
 
ここまでの設定でActive! hunterの評価にあたり、全てのメール（登録されたドメイン宛のみ）を受信して登録設定され
た配送メールサーバへメールを配送する設定が完了致しました。 
 
引き続き評価を行うユーザを登録しフィルタを含め各種設定を行う事によって評価が行える環境となります。 
ユーザ登録方法やその他各種設定の詳細は別紙の〝管理者マニュアル〟または本紙〝設定リファレンス〟内の 
その他の項目等を参照して行ってください。 
 
 
1.5. ご利用環境例 ⑤ （評価環境） 
※Active! hunter の評価を行う際の環境例です。 

 既存メールサーバ（スプールサーバ）からコピー（転送）したメールを利用して評価を行いたい。 
 
基本的に前述〝1.4 ご利用環境例 ④ （評価環境）〟で記載されている設定を行います。 
但しこの場合、評価用の配送先メールサーバを用意する必要があります（ループしない対策を行った場合に限り配送
メールサーバを既存メールサーバ（スプールサーバ）に設定する事も可能です） 
 
また、［システム設定］＋［環境設定］の［Return Mail］で［外部宛エラーメール］を〝送信しない〟を選択します。これ
により評価中に Active! hunter から登録設定された配送メールサーバへ万が一配送遅延や配送失敗が発生したとし
ても送信者へ ERROR メール等が発送される事を防ぐことが可能です。 
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Part2. 環境設定 

Active! hunter のシステム管理者画面［環境設定］メニューに表示される設定項目につきまして、各設定の機能の詳
細をご説明致します。尚、当該設定メニューは設定ファイル/etc/ah.conf を参照していますので、直接/etc/ah.conf の
編集により、設定の変更が可能です。 
 
※［  ］内は/etc/ah.conf の表記です（アプライアンス製品の場合は画面からの設定のみが対象となります。） 
 
2. 全体設定 
Active! hunter の動作全体に関連した設定のセクションとなります。 
 
2.1. ライセンスキー ［license_key］ 
Active! hunter のライセンスキーを設定・表示します。画面では｢ユーザ数｣と｢有効期限｣が表示されます。 
 

 xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx ※24 桁表記 
 
2.2. ログレベル ［log_level］ 
Active! hunter の動作ログ出力レベルを設定・表示します。 
動作ログは Active! hunter のインストールディレクトリ（Default では/usr/local/actuve/hunter）の~var/logs/* に 
出力されます。 
 

 強［511］ 
 中［255］ 
 弱［15］  
 

【Default 値】 弱［15］ 
【推奨値】 弱［15］  
ディスク容量が潤沢の場合強［511］を推奨致します。また、通常 弱［15］でご利用中でもメール経路及び Activre!  
hunter サーバを含めたメールシステム全般のメンテナンス作業や Active! hunter のバージョンアップ作業時等は 
強［511］にする事を強く推奨します。 
 
2.3. ログの出力先 ［log_type］ 
Active! hunter の動作ログの出力先は以下から選択可能です。 
 

 ファイル［1］ 出力先：/usr/local/actuve/hunter/var/logs/* 
 Syslog［2］  出力先：/var/log/maillog 
 両方［3］ ※画面から両方のチェックボックスをチェックします。 

 
【Default 値】 ファイル［1］ 
 
2.4. 確保するディスク残容量 ［min_disk_space］ 
Active! hunter がインストールされたディスクパーティションの残容量に対して、メールの受送信を制御します。 
ディスクパーティションの残容量の閾値を設定し、設定された容量を下回った場合、メールの受送信を行いません。 
 

 300［300］ MB 
 
【Default 値】 300［300］ MB 
【推奨値】 300［300］ MB 
 
2.5. ホスト名 ［hostname］ 
HELO コマンドの引数に使用されますので、必ずドメインを含めた FQDN で指定して下さい。 
接続先の MTA 等によっては FQDN でないと拒否される場合もあります。 
 

 example.jp 
 

【Default 値】 hostname コマンドで得た値を表示。 
【推奨値】 FQDN で記載厳守 
 
3. SMTP 接続 
SMTP 接続に関連した設定を行うセクションです。 
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3.1. SMTP タイムアウト ［max_wait_recv］ 
Active! hunter に接続した SMTP セッションの 1 行あたりのタイムアウト値を設定します。 
 
【詳細】他の MTA から Active! hunter でメールの受信をする際に、接続元 MTA からの SMTP セッション中の各 
コマンドの 1 行間（HELO/MAIL FROM/RCPT TO/DATA/. /QUIT）のタイムアウト値となります。 
 

 30［30］ 秒 
 
【Default 値】 30［30］ 秒 
【推奨値】 30［30］ 秒 
この値が大き過ぎる場合で、接続元の要求が遅い場合やネットワーク等の何らかの障害などの影響で要求が受け取
れない場合、1つのセッションを数十秒保持したままの状態になる為、後述します〝受信キュー処理数［queue_size］〟
の値を超えてしまい、新たなセッションを受け付けなくなる可能性があります。 
 
3.2. メールアドレス使用可能文字列 ［mail_address_strict］ 
Active! hunter にて受送信メールアドレスに利用出来る文字列について設定します。 
 
【詳細】表示選択中の文字列以外の文字列がメールアドレスに含まれていた場合、Active! hunter は Invalid Address
として受信拒否します。詳細は管理者マニュアルの〝メールアドレス使用可能文字列〟を参照ください。 
 

 半角英数字及び - _ . = + ［yes］ 
 半角英数字及び - _ . = + ! # $ % & ’ * / ? ^ ` { | }  ［no］ 
 

【Default 値】 半角英数字及び - _ . = + ［yes］ 
【推奨値】 半角英数字及び - _ . = + ［yes］ 
 
3.3. バナー表示 ［banner］ 
Active! hunter への SMTP 接続時に応答するバナーを表示・設定します。 
 
【詳細】下の例のドメイン名や製品名などを表示させたくない場合は、Default 設定値から%（パーセント）で囲まれた 
変数部分を直接入力する事で非表示させたり任意の文字列に変更する事ができます。 
 
例） # telnet Active!hunterServer 25 
220 ah.example.jp Active! hunter VSMTP,Version: 3.3 ready at Tue, 23 Jun 2014 12:00:00 +0900 
 

 220 %DOMAIN% %PRODUCT% %DAEMON%,Version: %VERSION% ready at %DATE% ［左同］ 
 

【Default 値】 220 %DOMAIN% %PRODUCT% %DAEMON%,Version: %VERSION% ready at %DATE% 
 
3.4. 最大 HOP 数 ［loop_max］ 
メールのループを防ぐために HOP 数（Received:ヘッダ数）の最大値を設定します。 
 
【詳細】ループ防止の為の機能でメールの Received:ヘッダの数によりループしていると判断します。 
この場合、最終的に受信せず送信者に bounce（ERROR メール）が発送されます。 
   

 17［17］ 
 
【Default 値】 17［17］ 
【推奨値】 17［17］ 
一般的に本機能と同等の機能によりループと判断される最少値（17）です。 
 
3.5. 最大受信メールサイズ ［recv_max_message_size］ 
受信メールの最大サイズを設定します。この設定値を超えるサイズのメールは受信できません。 
 
【詳細】ストレージ保護及びシステムリソース、ネットワークリソース保護を目的とした設定です。 
外部（Active! hunter に未登録ドメイン）からの受信メールの最大サイズを指定します。この値に達したメールは 
即削除され、送信元に対して応答コード 552（恒久的エラーコード）を返します。 
 

 1024［1024］ 
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【Default 値】 1024［1024］ 
【推奨値】 1024［1024］ 
推奨値を Default と同じ値にしていますが、ご利用の環境によっては任意の値に設定する必要があります。 
 
3.6. 最大送信メールサイズ ［send_max_message_size］ 
送信メールの最大サイズを設定します。この設定値を超えるサイズのメールは送信できません。 
 
【詳細】ストレージ保護及びシステムリソース、ネットワークリソース保護を目的とした設定です。 
内部（Active! hunter に登録済みドメイン）からの送信メールの最大サイズを指定します。この値に達したメールは 
即削除され、送信元に対して応答コード 552（恒久的エラーコード）を返します。 
 

 1024［1024］ 
 
【Default 値】 1024［1024］ 
【推奨値】 1024［1024］ 
推奨値を Default と同じ値にしていますが、ご利用の環境によっては任意の値に設定する必要があります。 
 
3.7. NULL 文字の扱い［ignore_null_char］ 
メール本文内に NUL 文字（0x00 のコードの文字）が含まれる場合の動作について設定します。 
 
【詳細】NULL 文字がメール本文内混入されたメールに対する処理方法を選択します。 
本設定とは別に本文の最後に含まれる NUL 文字は強制的に除去します。 
 

 NUL 文字の含まれるメールを受け付けない［yes］ 
 NUL 文字を除去して受信する［no］ 

 
【Default 値】 NUL 文字の含まれるメールを受け付けない［yes］ 
【推奨値】 NUL 文字の含まれるメールを受け付けない［yes］ 
推奨値を Default と同じ値にしていますが、ご利用の環境によっては任意の値に設定する必要があります。 
 
3.8. 送信 Cloudmark フィルタ 
送信メールに対してスパムフィルタ(Cloudmarkフィルタのみ)適用するかどうかを設定します。スパム判定された場合、
SMTP セッョン中で接続元に対してエラー応答します。 
※この機能は有料オプションとなります為、ご利用の際は弊社までご連絡ください。 
 

 使用する [yes] 
 使用しない [no] 

 
【Default 値】 使用しない［no］ 
【推奨値】 ご利用環境、ご要件に合わせ任意です。 
 
3.9. ログ記録のみ 
送信メールに対してスパムフィルタ(Cloudmark フィルタのみ)を適用させ、スパムと判定されても、ログへの記録のみで
セッション中にエラー応答などさせない事が可能です。 
※この機能は有料オプションとなります為、ご利用の際は弊社までご連絡ください。 
 
 

 使用する [yes] 
 使用しない [no] 

 
【Default 値】 使用しない［no］ 
【推奨値】 ご利用環境、ご要件に合わせ任意です。 
 
 
4. 受信キュー 
受信メールのキューに関する設定を行うセクションです。 
 
4.1. 受信キュー処理数 ［queue_size］ 
受信キューの最大同時処理数を設定します。 
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【詳細】Active! hunter で受信する（接続される）最大同時処理数を設定します。この値を超えるた接続は拒否されま
す。メールの受信数（同時接続数）が多い環境でご利用の場合、大きい値にする必要があります。大きい値に変更す
る場合、後述します〝内部宛配送キュー処理数［receive_max_process］〟の値を増やす必要がありますので、併せて
検討する必要があります。 
 

 15［15］ 
 
【Default 値】 15［15］ 
【推奨値】 15［15］ 
推奨値を Default と同じ値にしていますが、ご利用の環境によっては大きい値に設定する必要があります。 
 
5. 配送キュー 
配送に関連した設定を行うセクションです。 
 
5.1. 内部宛配送キュー処理数 ［receive_max_process］ 
登録ドメイン宛の配送キューの最大同時処理数を設定します。 
 
【詳細】設定項目名の内部とは Active! hunter に登録されたドメイン宛を意味し、受信メール（Inbound メール）を指し
ます。Active! hunter で受信したメールを、登録された配送メールサーバへの配送を行う際の、最大同時処理数を設
定します。小さ過ぎると配送処理でWAITが発生し、配送遅延の原因にもなります。大き過ぎると配送メールサーバへ
の負荷が懸念されますので、ご利用の環境に併せた設定値が必要となります。 
 

 5［5］ 
 
【Default 値】 5［5］ 
【推奨値】 5［5］ 
推奨値は参考値程度の認識の元にご利用ください。特に配送遅延等が発生していない場合基本的に変更する必要
はありませんが、ご利用の環境に併せた設定値が必要となります。 
 
5.2. 外部宛配送キュー処理数 ［outbound_max_process］ 
外部ドメイン宛の配送キューの最大同時処理数を設定します。  
 
【詳細】設定項目名の外部とは Active! hunter に登録されたドメイン以外の宛先を意味し送信メール（Outbound メー
ル）を指します。Active! hunter で外部へ送信するメールの最大同時処理数を設定します。小さ過ぎると配送処理で 
WAIT が発生し、配送遅延の原因にもなります。また bounce メール（ERROR メール）もこれに該当しますので、
Active! hunter で未登録ユーザ宛のメールを受信する設定でご利用の場合、bouced メールが多い傾向にありますの
で本設定値の注意が必要です。 
 

 30［30］ 
 
【Default 値】 30［30］ 
【推奨値】 30［30］ 
推奨値は参考値程度の認識の元にご利用ください。特に配送遅延等が発生していない場合基本的に変更する必要
はありませんが、ご利用の環境に併せた設定値が必要となります。 
 
5.3. 内部宛再配送間隔 ［receive_retry_term］ 
内部ドメイン宛の再配送キューの間隔及びその回数を設定します。 
 
【詳細】設定項目名の内部とは Active! hunter に登録されたドメイン宛を意味し、受信メール（Inbound メール）を指し
ます。また、bounce メール（ERROR メール）もこれに該当します。登録ドメイン宛の受信メールで登録された配送メー
ルサーバへ 1 度目の配送が失敗した場合に、ここで設定された間隔及び回数分 Retry を行います。Retry 期間中の
場合、システム管理者画面及びパーソナルコントローラのメール一覧に表示される「配送状況」は〝配送中〟となりま
す。設定された , （カンマ）で区切られた数値（単位：分）毎に Retry を実施します。最終的に Retry にて配送が完了し
なかった場合の「配送状況」は〝配送失敗〟になり、そのメールは Active! hunter から削除されます。 
 

 1,10,10,10,10,10,10,30,30,30,30,60,60,60,60,60,60,180,180,180,180,180,360,360 
［1,10,10,10,10,10,10,30,30,30,30,60,60,60,60,60,60,180,180,180,180,180,360,360］ 

 
【Default 値】 1,10,10,10,10,10,10,30,30,30,30,60,60,60,60,60,60,180,180,180,180,180,360,360 
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         ［1,10,10,10,10,10,10,30,30,30,30,60,60,60,60,60,60,180,180,180,180,180,360,360］ 
【推奨値】 1,10,10,10,10,10,10,30,30,30,30,60,60,60,60,60,60,180,180,180,180,180,360,360 
       ［1,10,10,10,10,10,10,30,30,30,30,60,60,60,60,60,60,180,180,180,180,180,360,360］ 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。数回程度の Retry で配送が完了できない場合、何回 Retry しても配
送が完了しない傾向にあります（配送先や経路上またはメールシステムリソース等に問題ありの為）Retry 回数を多く
設定しても、リアルタイムで受信するメールと含め配送キューが過大になり、サーバ負荷の増大や 1 回目で配送が完
了するはずのメールに配送遅延が発生したりする可能性が考えられます。その場合前述〝5.1.内部宛配送キュー処
理数［receive_max_process］〟の値を増加させる対策等検討する必要があります。 
 
5.4. 外部宛再配送間隔 ［outbound_retry_term］ 
外部ドメイン宛の再配送キューの間隔及びその回数を設定します。 
 
【詳細】設定項目名の外部とは Active! hunter に登録されたドメイン以外の宛先を意味し送信メール（Outbound メー
ル）を指します。また、bounce メール（ERROR メール）もこれに該当します。登録ドメイン以外宛の送信メールで送信
先への 1度目の配送が失敗した場合に、ここで設定された間隔及び回数分Retryを行います。Retry期間中の場合、
システム管理者画面及びパーソナルコントローラのメール一覧に表示される「配送状況」は〝配送中〟となります。設
定された , （カンマ）で区切られた数値（単位：分）毎にRetryを実施します。最終的に Retryにて配送が完了しなかっ
た場合の「配送状況」は〝配送失敗〟になり、そのメールは Active! hunter から削除されます。 
 

 10,20,40,80,160 ［10,20,40,80,160］ 
 
【Default 値】 10,20,40,80,160 ［10,20,40,80,160］ 
【推奨値】10,20,40,80,160 ［10,20,40,80,160］ 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。数回程度の Retry で配送が完了できない場合、何回 Retry しても配
送が完了しない傾向にあります（配送先や経路上またはメールシステムリソース等に問題ありの為）Retry 回数を多く
設定しても、リアルタイムで送信するメールと含め配送キューが過大になり、サーバ負荷の増大や 1 回目で配送が完
了するはずのメールに配送遅延が発生したりする可能性が考えられます。その場合前述〝5.2.外部宛配送キュー処
理数［receive_max_process］〟の値を増加させる対策等検討する必要があります。 
 
6. 配送 SMTP 接続 
配送時の SMTP 接続に関連した設定を行うセクションです。 
 
6.1. 内部宛配送時接続タイムアウト ［receive_connection_timeout］ 
内部宛配送時の配送先メールサーバへの SMTP 接続のタイムアウト値を設定します。 
 
【詳細】 
設定項目名の内部とは Active! hunter に登録されたドメイン宛を意味し、受信メール（Inbound メール）を指します。ま
た、bounce メール（ERROR メール）もこれに該当します。登録ドメイン宛の受信メールで登録された配送メールサー
バへ 
SMTP 接続を行う際の、接続が完了するまでのタイムアウト値の設定を行います。この設定値を超えて接続が完了で
きない場合、再配送を行います。再配送間隔及び回数の設定は前述〝 5.1.内部宛配送キュー処理数
［receive_max_proc 
ess］〟に準じます。 
 

 300［300］秒 
 
【Default 値】 300［300］秒 
【推奨値】 300［300］秒 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。接続先への距離、トラフィックリソース、接続先サーバの負荷状況や
グリートポーズ設定等により違いはありますが、数秒程度の WAIT で接続が完了できない場合、長時間 WAIT しても
接続が完了しない傾向にあります（配送先や経路上またはメールシステムリソース等に問題ありの為）WAIT 期間を
多く設定しても、リアルタイムで受信するメールと含め配送キューが過大になり、サーバ負荷の増大や 1 回目で接続
が完了するはずのメールに配送遅延が発生したりする可能性が考えられます。その場合前述〝5.1.内部宛配送キュ
ー処理数［receive_max_process］〟の値を増加させる対策等検討する必要があります。 
 
6.2. 内部宛配送タイムアウト ［receive_max_wait_timeout］ 
内部宛配送時の SMTP セッション 1 行あたりのタイムアウト値を設定します。前述〝6.1.内部宛配送時接続タイムアウ
ト［ receive_connection_timeout］〟は接続までのタイムアウト値ですが、この設定は接続後の各コマンド間（MAIL 
FROM→ 
RCPT TO 等） のタイムアウト値の設定となります。 
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【詳細】 
設定項目名の内部とは Active! hunter に登録されたドメイン宛を意味し、受信メール（Inbound メール）を指します。ま
た、bounce メール（ERROR メール）もこれに該当します。登録ドメイン宛の受信メールで登録された配送メールサー
バへ 
接続後、配送が完了するまでの各コマンド間（MAIL FROM→RCPT TO 等）のタイムアウト値を設定します。 
この設定値を超えて接続先からの応答が無い場合、Active! hunter がその接続を停止します。この設定に合致し停
止した接続は後に再配送を行います。再配送間隔及び回数の設定は前述〝5.1.内部宛配送キュー処理数
［receive_max_process］〟に準じます。 
 

 90［90］秒 
 
【Default 値】 90［90］秒 
【推奨値】 90［90］秒 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。接続先への距離、トラフィックリソース、接続先サーバの負荷状況や
受信メールの大きさや内容等により違いはありますが、値が短すぎると配送先サーバの応答遅延によりこの設定に
合致しメールの配送が完了できない可能性も考えられます。本設定値については短過ぎず長過ぎずの値を設定する
必要があります。また、配送先や経路上またはメールシステムリソース等に問題ありの為応答が遅い場合等で接続
数が増加した場合、前述〝5.1.内部宛配送キュー処理数［receive_max_process］〟の値を超える可能性がある事から
こちらの設定値と併せて検討する必要があります。 
 
6.3. 外部宛配送時接続タイムアウト ［outbound_connection_timeout］ 
外部宛配送時の配送先メールサーバへの SMTP 接続のタイムアウト値を設定します。 
 
【詳細】設定項目名の外部とは Active! hunter に登録されたドメイン以外の宛先を意味し送信メール（Outbound メー
ル）を指します。また、bounce メール（ERROR メール）もこれに該当します。登録以外のドメイン宛の送信メールで配
送先メールサーバへSMTP接続を行う際の、接続が完了するまでのタイムアウト値の設定を行います。この設定値を
超えて接続が完了できない場合、再配送を行います。再配送間隔及び回数の設定は前述〝5.2.外部宛配送キュー処
理数［outbound_max_process］〟に準じます。 
 

 300［300］秒 
 
【Default 値】 300［300］秒 
【推奨値】 300［300］秒 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。接続先への距離、トラフィックリソース、接続先サーバの負荷状況や
グリートポーズ設定等により違いはありますが、数秒程度の WAIT で接続が完了できない場合、長時間 WAIT しても
接続が完了しない傾向にあります（配送先や経路上またはメールシステムリソース等に問題ありの為）WAIT 期間を
多く設定しても、リアルタイムで送信するメールと含め配送キューが過大になり、サーバ負荷の増大や 1 回目で接続
が完了するはずのメールに配送遅延が発生したりする可能性が考えられます。その場合前述〝5.2.外部宛配送キュ
ー処理数［outbound _max_process］〟の値を増加させる対策等検討する必要があります。 
 
6.4. 外部宛配送タイムアウト ［outbound_max_wait_timeout］ 
外部宛配送時の SMTP セッション 1 行あたりのタイムアウト値を設定します。前述〝6.3.外部宛配送時接続タイムアウ
ト［outbound_connection_timeout］〟は接続までのタイムアウト値ですが、この設定は接続後の各コマンド間（MAIL 
FROM→ 
RCPT TO 等）のタイムアウト値の設定となります。 
 
【詳細】設定項目名の外部とは Active! hunter に登録されたドメイン以外の宛先を意味し送信メール（Outbound メー
ル）を指します。また、bounce メール（ERROR メール）もこれに該当します。登録ドメイン以外が宛先の送信メールで
配送先メールサーバへ接続後、配送が完了するまでの各コマンド間（MAIL FROM→RCPT TO 等）のタイムアウト値を
設定します。この設定値を超えて接続先からの応答が無い場合、Active! hunter がその接続を停止します。この設定
に合致し停止した接続は後に再配送を行います。再配送間隔及び回数の設定は前述〝5.2.外部宛配送キュー処理数
［outbound_max_process］〟に準じます。 
 

 90［90］秒 
 
【Default 値】 90［90］秒 
【推奨値】 90［90］秒 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。接続先への距離、トラフィックリソース、接続先サーバの負荷状況や
送信メールの大きさや内容等により違いはありますが、値が短すぎると配送先サーバの応答遅延によりこの設定に
合致しメールの配送が完了できない可能性も考えられます。本設定値については短過ぎず長過ぎずの値を設定する
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必要があります。また、配送先や経路上またはメールシステムリソース等に問題ありの為応答が遅い場合等で接続
数が増加した場合、前述〝5.2.外部宛配送キュー処理数［outbound_max_process］〟の値を超える可能性がある事
からこちらの設定値と併せて検討する必要があります。 
 
6.5. Received ヘッダを全て削除 ［remove_received_header_use］ 
Active! hunter を経由する、送信メールの Received ヘッダを削除します。 
 
【詳細】送信メールに対して Active! hunter までの Received ヘッダに記載されている、ネットワーク情報等を削除し 
外部へのシステム情報の漏洩を防止します。 
 

 使用する［yes］ 
 使用しない［no］ 

 
【Default 値】 使用しない［no］ 
【推奨値】 使用しない［no］ 
 
6.6. 配送時の TLS の使用 [use_type] 
配送時の通信において TLS により暗号化を行い配送するかどうかを選択します。 
 

 必ず使用する［force］ 
 可能であれば使用する［possible］ 
 使用しない[no use] 

 
【Default 値】 可能であれば使用する［possible］ 
【推奨値】可能であれば使用する［possible］ 
 
6.7. 証明書が有効期限切れの場合の動作 [cert_expired_opt] 
上記項目「配送時の TLS の使用」を「必ず使用する」または「可能であれば使用する」を選択された場合、TLS による
配送を利用する事になりますが、接続先（配送先メールサーバ）の SSL 証明書が有効期限切れだった場合の動作を
選択します。 
 

 配送エラーとして扱う［use］ 
 無視する［pass］ 

 
【Default 値】 配送エラーとして扱う[use] 
【推奨値】配送エラーとして扱う[use] 
 
6.8. 証明書が信頼できる機関から発行されていない場合の動作 [cert_unknown_ca_opt] 
信頼できる機関から発行されていない場合、配送せずエラーとして処理（送信者に通知など）します。 
 

 配送エラーとして扱う［use］ 
 無視する［pass］ 

 
【Default 値】 配送エラーとして扱う[use] 
【推奨値】配送エラーとして扱う[use] 
 
6.9. メールサーバ名と証明書のメールサーバ名が一致しない場合の動作 [cert_ca_diff_host_opt] 
 

 配送エラーとして扱う［use］ 
 無視する［pass］ 

 
【Default 値】 無視する［pass］ 
【推奨値】 無視する［pass］ 
 
 
7. Return Mail 
リターンメールに関連した設定を行うセクションです。 
 
7.1. 内部宛エラーメール ［receive_bounce_use］ 
FROM が Active! hunter に登録されたドメインから外部宛送信メールの配送に失敗した際、登録されたドメイン（配送
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メールサーバ）への bounce メール（ERROR メール）の送信の有無を設定します。後述 DSN メールも対象となりま
す。 
 
【詳細】設定項目名の内部とは Active! hunter に登録されたドメイン宛を意味します。本設定は内部宛のエラーメール
の発送の有無の設定の為、該当するプロセスとして Active! hunter に登録されたドメインが FROM に含まれるメール
の送信に失敗した時に、bounce メール（ERROR メール）を発送するかどうかの設定という事になります。 
 

 送信する［yes］ 
 送信しない［no］ 

 
【Default 値】 送信する［yes］ 
【推奨値】 送信する［yes］ 
既存の多くの MTA が基本的に bounce メール（ERROR メール）を発送する仕様となっている事から、Active! hunter
も 
Default 及び推奨設定値は送信する［yes］となります。 
 
7.2. 内部宛 DSN メール ［receive_dsn_use］ 
配送遅延が発生した場合（Active! hunter が配送先サーバへの配送が完了せず配送 Retry 期間中の場合）、登録ド
メイン宛に DSN メール（（Delivery Status Notification）（配送ステータス告知メール））の発送有無を設定します。 
 
【詳細】設定項目名の内部とはActive! hunterに登録されたドメイン宛を意味します。本設定は内部宛の配送ステータ
ス告知メールの発送の有無の設定となり、該当するプロセスとして前述〝 7.1. 内部宛エラーメール
［receive_bounce_use］〟が〝送信する〟となっている事が前提で、Active! hunter に登録されたドメインが FROMに
含まれるメールの送信に失敗し、Active! hunterがRetry期間中（メール一覧では〝配送中〟と表示）で後述の〝7.3.
内部宛 DSN メール送信猶予時間［receive_dsn_time］〟に達した場合、DSN メール（配送ステータス告知メール）を発
送するかどうかの設定という事になります。 
 

 送信する［yes］ 
 送信しない［no］ 

 
【Default 値】 送信する［yes］ 
【推奨値】 送信する［yes］ 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。DSN メールを送信者が受信した後に、配送が完了する可能性も 
あり、送信者が同一メールを 2回送信する事になりまた、受信者も同様に2通同じメールを受信したり等考えられます。
この点を考慮し〝送信しない〟設定でご利用する事も一考する必要があります。 
 
7.3. 内部宛 DSN メール送信猶予時間 ［receive_dsn_time］ 
配送遅延が発生した場合（Active! hunter が配送先サーバへの配送が完了せず配送 Retry 期間中の場合）、登録ド
メイン宛にDSNメール（（Delivery Status Notification）（配送ステータス告知メール））の発送を行うまでの猶予期間を
設定します。 
 
【詳細】設定項目名の内部とはActive! hunterに登録されたドメイン宛を意味します。本設定は内部宛の配送ステータ
ス告知メールの発送の猶予期間の設定となり、該当するプロセスとして前述〝7.1.内部宛エラーメール
［receive_bounce_use］〟と〝7.2.内部宛 DSN メール ［receive_dsn_use］〟が〝送信する〟となっている事が前提で、
Active! hunter に登録されたドメインが FROM に含まれるメールの送信に失敗し、Active! hunter が Retry 期間中（メ
ール一覧では〝配送中〟と表示）で最初の配送失敗から何分経過した後に DSN メール（配送ステータス告知メー
ル）を発送するかの設定となります。 
 

 30［30］分 
 
【Default 値】 30［30］ 分 
【推奨値】 30［30］ 分 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。前述〝5.3.内部宛再配送間隔 ［receive_retry_term］〟の期間内に 
設定する必要がありこれを超えた値で設定した場合、DSN メールが発送される事なく bounce メール（ERROR メー
ル）が発送されてしまいますのでご注意ください。 
 
7.4. 外部宛エラーメール ［outbound_bounce_use］ 
FROM が Active! hunter に登録されたドメイン以外からの内部宛受信メールの配送に失敗した際、送信者への
bounce メール（ERROR メール）の送信の有無を設定します。後述します、DSN メールも対象となります。 
 
【詳細】設定項目名の外部とは Active! hunter に登録されたドメイン以外の宛先を意味します。本設定は外部宛のエ
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ラーメールの発送の有無の設定の為、該当するプロセスとして Active! hunter に登録されたドメイン宛の受信メール
の配送に失敗した時に、bounce メール（ERROR メール）を発送するかどうかの設定という事になります。 
 

 送信する［yes］ 
 送信しない［no］ 

 
【Default 値】 送信する［yes］ 
【推奨値】 送信する［yes］ 
既存の多くの MTA が基本的に bounce メール（ERROR メール）を発送する仕様となっている事から、Active! hunter
も 
Default 及び推奨設定値は送信する［yes］となります。 
 
7.5. 外部宛 DSN メール ［outbound _dsn_use］ 
配送遅延が発生した場合（Active! hunter が登録された配送メールサーバへの配送が完了せず配送Retry 期間中の
場合）、外部（送信者）に DSN メール（（Delivery Status Notification）（配送ステータス告知メール））の発送有無を設
定します。 
 
【詳細】設定項目名の外部とは Active! hunter に登録されたドメイン以外の宛先を意味します。本設定は外部宛の配
送ステータス告知メールの発送の有無の設定となり、該当するプロセスとして前述〝7.4.外部宛エラーメール
［outbound_bounce_use］〟が〝送信する〟となっている事が前提で、Active! hunter に登録されたドメイン宛の受信
メールが登録された配送メールサーバへの配送に失敗し、Active! hunter が Retry 期間中（メール一覧では〝配送中
〟と表示）で後述の〝7.6.外部宛 DSN メール送信猶予時間［outbound_dsn_time］〟に達した場合、DSN メール（配送
ステータス告知メール）を発送するかどうかの設定という事になります。 
 

 送信する［yes］ 
 送信しない［no］ 

 
【Default 値】 送信する［yes］ 
【推奨値】 送信する［yes］ 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。DSN メールを送信者が受信した後に、配送が完了する可能性も 
あり、送信者が同一メールを 2回送信する事になりまた、受信者も同様に2通同じメールを受信したり等考えられます。
この点を考慮し〝送信しない〟設定でご利用する事も一考する必要があります。 
 
7.6. 外部宛 DSN メール送信猶予時間 ［outbound _dsn_time］ 
配送遅延が発生した場合（Active! hunter が登録された配送メールサーバへの配送が完了せず配送Retry 期間中の
場合）、外部（送信者）に DSN メール（（Delivery Status Notification）（配送ステータス告知メール））の発送を行うまで
の猶予期間を設定します。 
 
【詳細】設定項目名の外部とは Active! hunter に登録されたドメイン以外の宛先を意味します。本設定は外部宛の配
送ステータス告知メールの発送の猶予期間の設定となり、該当するプロセスとして前述〝7.4.外部宛エラーメール
［outbound_bounce_use］〟と〝7.5.外部宛 DSN メール ［outbound_dsn_use］〟が〝送信する〟となっている事が前
提で、Active! hunter に登録されたドメインが宛先の受信メールが登録された配送メールサーバへの配送に失敗し、
Active! hunter が Retry 期間中（メール一覧では〝配送中〟と表示）で最初の配送失敗から何分経過した後に DSN
メール（配送ステータス告知メール）を発送するかの設定となります。 
 

 240［240］分 
 
【Default 値】 240［240］ 分 
【推奨値】 240［240］ 分 
推奨値は参考程度の認識の元ご利用ください。前述〝5.4.外部宛再配送間隔 ［outbound_retry_term］〟の期間内に 
設定する必要がありこれを超えた値で設定した場合、DSN メールが発送される事なく bounce メール（ERROR メー
ル）が発送されてしまいますのでご注意ください。 
 
8. サーバステータス 
サーバのディスク状況に関連した設定を行うセクションです。 
 
8.1. ディスク ［disk］ 
Active! hunter がインストールされたサーバのディスク使用量を表示します。表示させたいディレクトリを入力し設定を
行います。 
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【詳細】ディレクトリ指定で設定を行いますが、表示される領域は対象ディレクトリがマウントされたディスクパーティショ
ン単位となります。Active! hunter の Default のインストールディレクトリである〝/usr/local/actuve/hunter〟を対象と
する事で Active! hunter によるディスク使用量の管理が可能です。 
 

 /usr/local/actuve/hunter［/usr/local/actuve/hunter］ 
 
【Default 値】 /usr/local/actuve/hunter［/usr/local/actuve/hunter］  
【推奨値】 /usr/local/actuve/hunter ［/usr/local/actuve/hunter］  
推奨とされる設定値は Active! hunter の Default インストールディレクトリ〝/usr/local/actuve/hunter〟です。 
その他、/や/var 等も表示対象とする事が望ましいと思います。 
 
8.2. inode ［inode］ 
Active! hunter がインストールされたサーバのディスク inode の使用量を表示します。表示させたいディレクトリを入力
し設定を行います。 
 

 /usr/local/actuve/hunter［/usr/local/actuve/hunter］ 
 
【Default 値】 /usr/local/actuve/hunter［/usr/local/actuve/hunter］  
【推奨値】 /usr/local/actuve/hunter ［/usr/local/actuve/hunter］  
推奨とされる設定値は Active! hunter の Default インストールディレクトリ〝/usr/local/actuve/hunter〟です。 
 
9. 認証 
ユーザ認証に関連した設定を行うセクションです。 
 
9.1. ユーザ自動削除 ［usr_auto_remove］ 
メール受信時に宛先のユーザを LDAP サーバや配送先メールサーバへ存在しているユーザからを確認し Active! 
hunter に自動でそのユーザを登録する機能があります（自動登録の設定は［システム管理］の［ドメイン管理］で行い
ます）本設定項目は、これと逆に今まで登録されていたユーザを自動で削除する為の設定となります。 
 
【詳細】メール受信時のユーザ自動登録機能を利用している環境で、その逆に認証先の LDAP サーバや配送先メー
ルサーバから当該ユーザが削除された場合、Active! hunter で自動登録によって登録されたユーザに限り、自動削
除を行う為の設定となります。システム管理者画面又はパーソナルコントローラへのログイン時自動登録で登録され
たユーザは本機能では自動削除対象外となります。 
また、後述します〝 9.3. キャ ッシ ュ保 存 期 間  ［ user_cache_expire ］ 〟 と〝 9.4. ネガ テ ィ ブキ ャ ッシ ュ 
［use_negative_cache］〟 
〝9.5. ネガティブキャッシュ保存期間 ［user_negative_cache_expire］〟の設定の影響により即時にユーザの削除が
行われない可能性がありますが、その説明は各設定項目欄で行います。 
 

 使用する［yes］ 
 使用しない［no］ 

 
【Default 値】 使用しない［no］ 
【推奨値】 使用しない［no］ 
LDAP サーバや配送先メールサーバを認証としたユーザ自動登録を行っている環境については〝使用する〟を推奨
しています。これにより Active! hunter のユーザ管理が既存の LDAP サーバや配送先メールサーバのみで管理でき
る為、管理負荷軽減に貢献します。 
 
9.2. PC 認証時ユーザ自動登録 ［pc_usr_auto_registration］ 
パーソナルコントローラへのログイン認証時に認証が成功したユーザを Active! hunter に自動で登録する為の 
設定です。 
 
【詳細】パーソナルコントローラ（ユーザ専用画面）へのログイン認証時（認証先はPOP3/IMAP または LDAPサーバ）
に認証が成功した場合、当該ユーザを Active! hunter へ自動で登録する事が可能となります。本機能によって
Active! hunter に自動登録されたユーザは自動で削除はされませんので、システム管理者画面またはコマンドから削
除する必要があります。 
 

 使用する［yes］ 
 使用しない［no］ 

 
【Default 値】 使用する［yes］ 
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【推奨値】 使用する［yes］ 
本機能を使用し既存のサーバ（POP3/IMAP または LDAP サーバ）を認証先とする事で、Active! hunter の初期設定
となるユーザ登録作業を省略する事が可能となります。 
 
9.3. キャッシュ保存期間 ［usr_cache_expire］ 
本設定はメール受信時のユーザ自動登録機能をご利用の際に、LDAP サーバまたは配送先メールサーバへの認証
が成功したユーザの、キャッシュを保存する期間を設定します。 
 
【詳細】認証に成功したユーザのキャッシュを設定した期間内Active! hunterは保持します。設定された期間内に再度 
同一ユーザ宛のメールを受信した際、Active! hunter はキャッシュを参照し認証先サーバへの認証は行いません。 
また、前述〝9.1. ユーザ自動削除 ［user_auto_remove］〟を〝使用する〟設定の場合、認証先サーバ側で当該ユ
ーザが削除されても、本機能によりキャッシュされた期間内は認証先を参照しない為、即時に自動削除は行われませ
ん。 
 

 24 時間、12 時間、6 時間、1 時間、30 分間［43200］秒 
 
【Default 値】 12 時間［43200］秒 
【推奨値】 12 時間［43200］秒 
設定された期間内キャッシュする事によって認証先サーバへの認証クエリが低減し負荷を抑える事が可能ですが 
長時間キャッシュする場合、前述〝9.1. ユーザ自動削除 ［user_auto_remove］〟を〝使用する〟による自動削除に
大きくタイムラグが発生しますのでこの点留意する必要があります。また、このキャッシュは保存しない設定ができな
い仕様となっていますが、キャッシュ保存期間を 1 秒に設定する事で同等の機能として設定する事が可能です。 
※1 秒の設定はシステム管理者画面からは行えません。/etc/ah.conf に直接記述する必要があります。 
 
9.4. ネガティブキャッシュ ［use_negative_cache］ 
前述〝9.3. キャッシュ保存期間 ［user_cache_expire］〟とは逆でメール配送時のユーザ認証で認証に失敗したユー
ザの情報をキャッシュします。 
 
【詳細】認証に失敗したユーザ情報を、後述します〝9.5. ネガティブキャッシュ保存期間 ［user_negative_cache_expi 
re］〟で設定された期間内、認証先サーバへ当該ユーザの認証を行わずキャッシュを参照します。これにより認証先
サーバへの負荷を低減させる事が可能です。 
 

 使用する［yes］ 
 使用しない［no］ 

 
【Default 値】 使用する［yes］ 
【推奨値】 使用する［yes］ 
 
9.5. ネガティブキャッシュ保存期間 ［use_negative_cache_expire］ 
前述〝9.4. ネガティブキャッシュ ［user_negative_cache］〟を使用するの場合、メール受信時のユーザ認証で認証に
失敗したユーザ情報の保存期間を設定します。 
 
【詳細】認証失敗のユーザ情報をキャッシュしますので、本機能によってキャッシュ保存期間内に、認証先サーバにユ
ーザが登録されても、自動登録が即時に行われません。 
 

 48 時間、24 時間、12 時間、6 時間、1 時間、30 分間、15 分間［3600］秒 
 
【Default 値】 1 時間［3600］秒 
【推奨値】 1 時間［3600］秒 
設定された期間内キャッシュする事によって認証先サーバへの認証クエリが低減し負荷を抑える事が可能ですが 
長時間キャッシュする場合、ユーザ自動登録に大きくタイムラグが発生しますのでこの点留意する必要があります。 
 
10. ユーザ自動登録時のデフォルト 
ユーザ自動登録時に適用される設定に関連した設定を行うセクションです。 
 
10.1. フィルタの使用 ［filter_use_def］ 
ユーザ自動登録を行う場合、自動で登録されるユーザのデフォルトのフィルタ設定を、使用するで登録するか使用し
ないで登録するかを設定します。 
 
【詳細】本設定が有効となる自動登録とは、メール受信時のPOP3/IMAPおよび LDAPサーバへの認証（設定方法は
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［システム管理］＋［ドメイン管理］で行います）と、パーソナルコントローラへの認証時に自動で登録される設定（設定
方法は〝9.2. PC 認証時ユーザ自動登録 ［pc_usr_auto_registration］〟を参照）の場合でそれぞれ認証に成功し自動
登録される場合に有効となります。 
 

 使用する［yes］ 
 使用しない［no］ 

 
【Default 値】 使用する［yes］ 
【推奨値】 使用する［yes］ 
 
10.2. ウィルスフィルタの使用 ［virus_filter_use_def］ 
ユーザ自動登録を行う場合、自動で登録されるユーザのデフォルトのウィルスフィルタ設定を、使用するで登録する
か使用しないで登録するかを設定します。 
 
【詳細】本設定が有効となる自動登録とは、メール受信時のPOP3/IMAPおよび LDAPサーバへの認証（設定方法は
［システム管理］＋［ドメイン管理］で行います）と、パーソナルコントローラへの認証時に自動で登録される設定（設定
方法は〝9.2. PC 認証時ユーザ自動登録 ［pc_usr_auto_registration］〟を参照）の場合でそれぞれ認証に成功し自動
登録される場合に有効となります。 
 

 使用する［yes］ 
 使用しない［no］ 

 
【Default 値】 使用する［yes］ 
【推奨値】 使用する［yes］ 
 
10.3. レポート送信 ［report_use_def］ 
ユーザ自動登録を行う場合、自動で登録されるユーザのデフォルトのレポートメール送信機能を、使用するで登録す
るか使用しないで登録するかを設定します。 
 
【詳細】本設定が有効となる自動登録とは、メール受信時のPOP3/IMAPおよび LDAPサーバへの認証（設定方法は
［システム管理］＋［ドメイン管理］で行います）と、パーソナルコントローラへの認証時に自動で登録される設定（設定
方法は〝9.2. PC 認証時ユーザ自動登録 ［pc_usr_auto_registration］〟を参照）の場合でそれぞれ認証に成功し自動
登録される場合に有効となります。 
 

 使用する［yes］ 
 使用しない［no］ 

 
【Default 値】 使用する［yes］ 
【推奨値】 使用する［yes］ 
 
10.4. スパム判定後の処理方法 
ユーザ自動登録時のスパム判定後の処理方法について、設定します。 
 

 配送せずにサーバに隔離する［1］ 
 スパムマーキングして配送する［2］ 

 
【Default 値】 配送せずにサーバに隔離する［1］ 
【推奨値】配送せずにサーバに隔離する［1］ 
 
11. Web 画面  
ウェブインターフェイス全体に関連した設定を行うセクションです。 
 
11.1. セッション有効期限 ［sb_session_use_def］ 
Active! hunter のウェブインターフェイス（システム管理者画面及びパーソナルコントローラ）へのアクセス時のセッショ
ンタイムアウト値（単位：分）を設定します。最後に画面操作を行ってから、この設定値を超えたセッションは、再度ログ
インし直す必要があります。 
 
【詳細】本設定にてタイムアウトとなった場合、画面操作によりログイン画面へジャンプします。 
 

 30［30］分 
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【Default 値】 30［30］ 分 
【推奨値】 30［30］ 分 
 
11.2. メールダウンロード許可 ［mail_download］ 
Active! hunter のウェブインターフェイス（システム管理者画面及びパーソナルコントローラ）のメール一覧からメール
を選択し、ローカルにそのメールのダウンロードを行う為のボタンの表示・非表示を設定します。 
 
【詳細】メール一覧のメールの<ダウンロード>ボタンを表示、非表示を設定します。許可する＝表示、禁止する＝表示
しないから選択します。 
 

 許可する［1］ 
 禁止する［0］ 

 
【Default 値】 許可する［1］ 
【推奨値】 許可する［1］ 
 
12. 管理画面用設定  
システム管理者画面に関連した設定を行う為のセクションです。 
 
12.1. ログアウト時の表示ページ ［admin_logout_location］ 
システム管理者画面から<ログアウト>ボタンによりログアウトした際に表示する URL を設定します。 
 
【詳細】<ログアウト>ボタンによりログアウトする必要があります。何も設定しない場合（Default 設定）システム管理者
画面のログイン画面が表示されます。 
 

 未設定［未設定］ 
 
【Default 値】 未設定［未設定］  
【推奨値】 未設定［未設定］ 
 
12.2. ユーザ登録・削除履歴表示 ［usr_history_show］ 
システム管理者画面の ［システム情報］ に ［ユーザ登録履歴］メニューの表示・非表示を設定します。 システム管
理者画面でユーザの登録・削除履歴が確認できます。詳細は管理者マニュアルの〝ユーザ登録削除履歴表示〟を参
照ください。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

【Default 値】 表示しない［0］ 
【推奨値】 表示しない［0］ 
 
12.3. ディスク残量警告 ［storage_alert］ 
Active! hunter がインストールされたディスクパーティションの使用率が設定値（単位：％）を上回った場合、システム
管理者画面上部に警告表示されます。 
 

 80［80］％ 
 
【Default 値】 80［80］％ 
【推奨値】 80［80］％ 
 
12.4. ユーザ数警告 ［license_alert］ 
Active! hunter に登録されたユーザ数がご契約中のライセンス数の内、設定値（単位：％）を上回った場合、システム
管理者画面最上部に警告表示されます。 
【詳細】ご契約中のライセンス数の内、本設定に合致した場合警告表示されます。ご契約中のライセンス数を超えた
場合、Active! hunter は受送信メールのフィルタ及びユーザ登録が行えません。 
 

 80［80］％ 
 
【Default 値】 80［80］％ 
【推奨値】 80［80］％ 
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12.5. ページ数表示 ［log_page_show］ 
システム管理者画面の［メール一覧］で全体ページ数を表示するかしないかを設定します。 メール数が多い場合表
示すると高負荷になることがありますのでご注意下さい。 
 
【詳細】本機能にて表示させる場合でページ数が多い場合、Active! hunter サーバへ負荷が掛かりメール一覧の表示
まで時間を要する場合があります。詳細は管理者マニュアルの〝ページ数表示〟を参照ください 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示しない［0］ 
【推奨値】 表示しない［0］ 
 
12.6. SVM 判定スコア表示 ［admin_svm_result_show］ 
システム管理者画面の［メール一覧］で SVM 判定スコアの表示・非表示を設定します。 
詳細は管理者マニュアルの〝SVM 判定スコア表示〟を参照ください。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示しない［0］ 
【推奨値】 表示しない［0］ 
 
12.7. ドメイン自動登録設定画面表示 ［domain_auto_config_show ］ 
［システム設定］内に［ドメイン自動登録設定］画面の表示・非表示を設定します。 
 
【詳細】ドメイン自動登録機能をご利用される場合は本設定を〝表示する〟に設定する必要があります。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示しない［0］ 
【推奨値】 表示しない［0］ 
 
12.8. ドメイン検索表示 ［domain_search_show］ 
高度な検索等のドメインを選択する部分でドメインを検索出来るように表示します。 
 
【詳細】ドメインを大量（数十個以上）登録する必要がある環境の場合、各設定画面などのドメイン選択項目（プルダウ
ンメニュー）の表示によりブラウザが機能しなくなる可能性がある為、その場合［1］の〝表示する〟にする必要があり
ます。注意点として、［1］の〝使用する〟を設定した場合、後述のログイン画面タイプ［pc_login_type］が［1］の〝ドメ
インを表示しない〟と同じ動作となりますので、ご注意ください。また、［メール一覧］画面の［高度な検索］使用時、ドメ
イン選択方式が変更されます。［システム管理］ - ［ユーザ Alias 管理］画面の Alias メールアドレス入力欄のドメイン
部分が、選択方式から直接入力＋補完方式に変更となります。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示しない［0］ 
【推奨値】 表示しない［0］ 
 
13. パーソナルコントローラ設定  
パーソナルコントローラ画面に関連した設定を行う為のセクションです。 
 
13.1. ログイン画面タイプ ［pc_login_type］ 
パーソナルコントローラ画面のログインページでログイン IDの入力欄へドメイン部分を表示させるか、選択方式による 
表示をさせるか設定します。詳細は管理者マニュアルの〝ログイン画面タイプ〟を参照ください。 
 
【詳細】表示させる場合、ドメイン部分がロールダウン選択ボックスにて（複数のドメインを登録されている場合）ドメイ
ンを選択し、ログイン ID 部分のみを入力する形式となります。表示させない場合、＠マークを含めドメイン部分を含め
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たログイン ID を入力する必要があります。 
 

 ドメインを表示しない［1］ 
 ドメインを選択する［2］ 

 
【Default 値】 ドメインを選択する［2］ 
ドメイン検索表示［domain_search_show］が［1］の〝使用する〟の 場合当該設定が［1］の〝ドメインを表示しない
〟と 
同じ動作となりますので、ご注意ください。 
 
13.2. ログアウト時の表示ページ ［user_logout_location］ 
パーソナルコントーラ画面から<ログアウト>ボタンによりログアウトした際に表示する URL を設定します。 
 
【詳細】<ログアウト>ボタンによりログアウトする必要があります。何も設定しない場合（Default 設定）パーソナルコン
トローラ画面のログイン画面が表示されます。 
 

 未設定［未設定］ 
 
【Default 値】 未設定［未設定］  
【推奨値】 未設定［未設定］ 
 
13.3. 初期表示ページ ［pc_start_page］ 
パーソナルコントローラへのログイン後に最初に表示されるページを設定します。 
 

 ホーム［statistics］ 
 受信メール一覧［recv_log］ 
 送信メール一覧［send_log］ 
 ブラックリスト［black_list］ 
 ホワイトリスト［white_list］ 
 その他のフィルタ［etc_filter］ 

 
【Default 値】 ホーム［statistics］  
【推奨値】 ホーム［statistics］ 
 
13.4. Cloudmark へレポート送信 [cloudmark_report_send] 
メール一覧に Cloudmark 社のカタログサーバへのレポート送信する為の機能（ボタン）の表示に関する設定です。 
 

 使用する［1］ 
 使用しない［0］ 

 
【Default 値】 使用する［1］ 
【推奨値】 使用する［1］ 
 
13.5. ヘルプメニュー表示 ［pc_help_show］ 
パーソナルコントローラ画面の<ヘルプ>ボタンを表示するかしないかを設定します。  
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
【推奨値】 表示する［1］ 
 
13.6. ホーム表示 ［pc_home_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

【Default 値】 表示する［1］ 
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13.7. お知らせ表示 ［pc_notice_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面の［お知らせ］の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.8. 最終ログイン表示 ［pc_lastlogin_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面の［最終ログイン］の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.9. 動作設定表示 ［pc_action_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面に［動作設定］の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.10. フィルタ設定表示 ［pc_filter_use_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面の［動作設定］でのフィルタの on/off の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.11. ウィルスフィルタ設定表示 ［pc_virus_use_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面の［動作設定］でのウィルスフィルタの on/off の表示・非表示を設定します。 
※ご利用には、ウィルスフィルタオプション契約が別途必要となります。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.12. レポート送信設定表示 ［pc_report_use_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面の［動作設定］でのフィルタのレポートメール送信 on/off の表示・非表示を設
定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.13. 判定後の処理方法設定表示 [pc_result_method_show] 
パーソナルコントローラの[ホーム]画面の[動作設定]でのスパム判定後の処理方法の on/off の表示・非表示を設定し
ます。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.14. 送信スパムフィルタ一時オフボタン表示 [pc_send_filter_off_show] 
パーソナルコントローラの[ホーム]画面の[動作設定]での送信スパムフィルタを一時的にオフにするボタンの表示・非
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表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.15. 送信スパムフィルタの一時オフ時間 [pc_send_filter_off_time] 
送信スパムフィルタを一時的にオフにした場合の再びオンになるまでの時間を設定します。 
 

 10［10］％ 
 
【Default 値】 10［10］％ 
【推奨値】 ご利用環境、ご要件に合わせ設定してください。 
 
13.16. 統計情報表示 ［pc_statistics_show］ 
パーソナルコントローラの［ホーム］画面に［統計情報］の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.17. 受信メール一覧表示 ［pc_recv_mail_list_show］ 
パーソナルコントローラの［受信メール一覧］画面の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.18. 送信メール一覧表示 ［pc_send_mail_list_show］ 
パーソナルコントローラの［送信メール一覧］画面の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.19. ブラックリスト表示 ［pc_blacklist_show］ 
パーソナルコントローラの［ブラックリスト］画面の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.20. ホワイトリスト表示 ［pc_whitelist_show］ 
パーソナルコントローラの［ホワイトリスト］画面の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.21. その他のフィルタ表示 ［pc_etc_filter_show］ 
パーソナルコントローラの［その他フィルタ］画面の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 
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【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.22. 英文メールフィルタ設定表示 ［pc_english__filter_use_show］ 
パーソナルコントローラの［その他フィルタ］画面での［英文メールフィルタ］の on/off の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.23. SVM フィルタ設定表示 ［pc_svm_filter_use_show］ 
パーソナルコントローラの［その他フィルタ］画面での［SVM フィルタ］の on/off の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
13.24. SVM 判定レベル設定表示 ［pc_svm_filter_level_use_show］ 
パーソナルコントローラの［その他フィルタ］画面での［SVM 判定レベル］の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.25. Cloudmark フィルタ ［pc_cloudmark_use_show］ 
パーソナルコントローラの［その他フィルタ］画面での［Cloudmark フィルタ］の on/off の表示・非表示を設定します。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
 
13.26. ID 表示タイプ ［pc_id_display_type］ 
パーソナルコントローラ画面の最上段に表示されるログイン名の表示タイプを設定します。 
 

 メールアドレス［1］ 
 ログイン ID［2］ 
 ログイン ID（メールアドレス）［3］ 

 
【Default 値】 メールアドレス［1］ 
 
13.27. フィルタ数制限 ［pc_filter_limit］ 
各ユーザが設定可能なユーザフィルタ（ユーザブラックリスト/ユーザホワイトリスト）数の制限値を設定します。 
 

 無制限［0］ 
 制限（ ）個［*］ 

【Default 値】 無制限［0］ 
 
13.28. ページ数表示 ［pc_log_page_show］ 
パーソナルコントローラ画面の［メール一覧］で全体ページ数を表示するかしないかを設定します。 メール数が多い場
合表示すると高負荷になることがありますのでご注意下さい。 
 
【詳細】本機能にて表示させる場合でページ数が多い場合、Active! hunter サーバへ負荷が掛かりメール一覧の表示
まで時間を要する場合があります。詳細は管理者マニュアルの〝ページ数表示〟を参照ください。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
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13.29. SVM 判定スコア表示 ［pc_svm_result_show］ 
パーソナルコントローラ画面の［メール一覧］で SVM 判定スコアの表示・非表示を設定します。 
詳細は管理者マニュアルの〝SVM 判定スコア表示〟を参照ください。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示しない［0］ 
 
13.30. 言語選択表示 ［pc_multi_lang］ 
パーソナルコントローラの[ログイン画面]で言語選択の表示・非表示を設定します。非表示の場合、言語は日本語に
固定されます。 
 

 表示する［1］ 
 表示しない［0］ 

 
【Default 値】 表示する［1］ 
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