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【ご注意事項】

予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。また、本製品の内容またはその仕

様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。 

本サービスは株式会社クオリティアが提供している「Active！mail」を採用しております。 

bit-drive より提供しているサービスと株式会社クオリティアより提供しているサービスとでサ

ービス内容に違いがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

※2017年 1月 23日時点、以下の機能がご利用できません。 

機能名 

Chapter 2 管理者インタフェース の以下の機能 

2.2 システム設定 - システム環境確認 

2.3 システム設定 - 全体設定 

2.4 システム設定 - ドメイン設定 の以下の機能 

●必須設定／基本設定

●必須設定／認証設定

●必須設定／ LDAP ユーザアカウント管理設定

●必須設定／受信サーバ設定

●必須設定／送信サーバ設定

●必須設定／ AMMANAGER 設定

●拡張設定／メール受信設定 の以下の機能

  添付ファイル削除機能 

2.5 システム設定 - バックアップ／復元 

2.8 運用管理 - アドレス帳管理 の以下の機能 

カスタム項目 

2.9 運用管理 - 共有アドレス帳管理 の以下の機能 

ユーザドメイン一覧編集 

2.10 運用管理 - ドメインセクション管理 

2.12 管理者設定 - 管理者パスワード変更 

Chapter 3 ユーザアカウントの管理 の全て 

Chapter 4 共有メールボックスの設定 の全て 

Chapter 5 コマンドの設定 の全て 

著作権情報 

Web メールサービスのプログラムとマニュアルは、著作権法で保護された著作物で、その全部また

は一部を許可なく複製したり複製物を配布したり、あるいは他のコンピュータ用に変換したり、他

の言語に翻訳すると、著作権の侵害となります。 

ご注意 

予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。また、本製品の内容またはその

仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。 

商標表示 

Active! mail®は株式会社クオリティアの登録商標です。 

Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Internet Explorer のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における

商標です。 

その他記載されていない会社、製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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本書の見方
本書では、Windows Internet Explorer 環境での操作を主体に記述しています。

本書で使用している記号や用語の表記法は、下記の通りです。

 □記号
『』 参照箇所の見出し名を示します。

 《例》『Chapter 2 メールの基本操作』

〈〉 画面やダイアログに表示されるボタンやメニューの名前を示します。

 《例》〈OK〉ボタン、〈ファイル〉メニュー

「」 画面やウィンドウ名、設定項目名、メニュー項目名、リンク内容などを示します。

《例》「オプション」画面

注意事項を示します。

備考内容を示します。
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1.1 

モジュール概要
ここでは、Active! mail の動作に必要なファイル（通常インストールパッケージに含まれるもの）および動作後
に作成されるデータファイルを総括して「モジュール」と呼びます。また、モジュールの構成要素を種類別に分け
た単位（ファイル群）のことを「コンポーネント」と呼びます。

Active! mail のモジュールは、Web サーバ用と Mail サーバ用に大きく分けられます。Web サーバ用のモジュー
ルは、アプリケーションの基本モジュールであり、使用するWeb サーバのすべてにインストールする必要があり
ます。Mail サーバ用のモジュールは、フィルタリング転送機能を使用する場合や、ファイルシステム Quota を

「ディスク使用量」として Active! mail に認識させる場合にのみ必要になります。

Web サーバ用と Mail サーバ用のモジュールはそれぞれ、以下のコンポーネントから成り立っています。

●Webサーバ用モジュール
コンポーネント名称 概要
CGI実行バイナリ CGIスクリプトおよび共有ライブラリ（共有ライブラリは、動作プラットフォー

ムにより、配布モジュールに含まれない場合があります）。
CGIサポート用コマンド 認証連携用コマンド、英文スペルチェック用コマンド等。
HTMLリソース 各言語用 HTMLテンプレート、画像、メッセージ定義ファイル等。
設定ファイル Active! mail の全体設定ファイル（system.cfg）および各 CGIサポート用コ

マンドに固有の設定ファイル。
システムデータファイル 休日定義ファイル、英文スペルチェック用辞書等。
ユーザデータファイル 共有データ、各ユーザ固有の設定データ、メールキャッシュ等。

●Mailサーバ用モジュール
コンポーネント名称 概要
デーモン
（AMMANAGER）

Mailサーバ上で稼動するデーモン。転送設定、ファイルシステムのディスク
使用状況取得等に使用。

実行バイナリ メール転送プログラム、ディスク使用状況取得プログラム等。
設定ファイル デーモンおよび各実行バイナリが参照する設定ファイル（ammanager.cfg）。
ユーザデータファイル
（転送設定データ）

各ユーザ固有の転送設定データのコピー（実効ファイル）。
※転送設定データは、Webサーバ側がマスタになります。ユーザが Active! 
mail の画面から転送設定を行った際、メールサーバ側にコピーされます。

Active! mail のフロントエンド部分は、Web サーバ上で動作する CGI として実装されています。エンドユーザ
が直接参照する実行ファイルは、この部分のみです。

メール転送設定等、MTA との密な連携が必要になる機能については、デーモン（AMMANAGER）が担当
します。また、認証設定、パスワード変更等の一部の機能については、お客様がシステム構成に合わせて処理を
記述できるよう、カスタマイズ可能な CGI サポート用コマンドとして用意されています（パスワード変更コマンド
については、サンプルコマンドのみの提供となります）。

Web サーバ、Mail サーバ上での各モジュールの配置を図 1-1 にまとめました。全体の構成に合わせ、大まかな
処理の流れを理解して頂けるよう、処理要求とファイル参照の関係を矢印で表現しています。
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1.2  
Webサーバモジュール
Active! mail のアプリケーションとしての基本機能は、すべて Web サーバ用のモジュールによって提供されま
す。

ブラウザから送られたリクエストは、HTTP サービスを経由して、CGI 実行バイナリに渡されます。CGI 実行バ
イナリは、設定ファイルの読み込み、リクエストの内容の解析、ユーザデータファイルの参照等を行った後、リク
エスト内容に基づいて処理を行い、結果をブラウザに返します。リクエスト内容に基づいた処理の一部は、CGI
サポート用コマンドや、メールサーバ側のデーモン (AMMANAGER) と連携して行われますが、この場合にも
常に CGI 実行バイナリが主体となります。

Active! mail の機能設定・運用管理の多くは、管理者用インタフェースにて可能ですが、この管理者用インタ
フェースもまた、CGI 実行バイナリの一部として実装されています。このため、管理者用インタフェースを利用す
るためには、インストールが正しく行われ、設定ファイルやユーザデータファイル設置ディレクトリのパーミッショ
ン設定等が、適切な状態になっている必要があります。
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1.3  
Mailサーバモジュール
デーモン (AMMANAGER) は、フィルタリング転送設定、ディスク使用量確認等、Mail サーバに依存する特
殊な処理を提供します。

 ●フィルタリング転送
ユーザが Active! mail からフィルタリング転送設定を行うと、Web サーバ側の CGI 実行バイナリから、
AMMANAGER に対して転送設定依頼が発行されます。AMMANAGER はこの転送設定依頼に基づいて、
該当ユーザ宛てのメールが着信した際にメール転送プログラムが起動されるようMTA の設定（.forward ファイ
ル、 .qmail ファイル等）を変更します。また、AMMANAGER はこのとき、Web サーバ側の CGI 実行バイナ
リから、転送条件（例：「From に src.example.com が含まれている場合 user@dest.example.com に転送す
る」）を受け取り、この条件を Mail サーバ側のユーザデータファイルに書き込みます。

正しく設定が行われた場合、メール着信時にメール転送プログラムが実行され、ユーザ設定に基づいたメール転
送処理が行われます。

このように、フィルタリング転送機能は、MTA のメール転送方法に依存するため、すべての MTAで利用でき
るわけではありません。

	 Active!	mail の画面から転送設定を削除すると、.forward	/	.qmail ファイル内にユーザが手動で記述し
た転送先メールアドレスが削除される場合があります。これを回避するには、.forward.am6bak/.qmail.
am6bakというファイルを置く必要があります。詳細は、“Active!	mail	インストールマニュアル” の『5.3	
AMMANAGER の動作』をご参照ください。

 ●ディスク使用量確認
Active! mail には、ユーザのディスク使用量を表示する機能や、ユーザのディスク使用量が上限に近づくと、ロ
グイン時に警告メッセージを出力する機能があります。

この機能で使用する「ユーザのディスク使用量」の取得方法には、IMAP サービスから取得する方法と、ファイ
ルシステムから取得する方法の 2 種類があります。後者の場合、AMMANAGER が Mail サーバ上で quota
コマンドを実行して結果（使用量および使用可能量）を取得します。

Mail サーバモジュールは、Web サーバモジュールと完全に独立していますので、Mail サーバには、Mail サー
バモジュール専用の設定ファイルが必要になります。なお、Mail サーバモジュールの設定ファイルは管理者イン
タフェースからの参照および変更ができません。サーバ構成の変更等があった場合には、『Active! mail インス
トールマニュアル』を参照して設定を変更してください。

	 フィルタリング転送とディスク使用量確認のいずれも使用しない場合には、AMMANAGER のインストール
および設定はすべて不要となります。
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2.1 
管理者インタフェースの概要
アプリケーションの機能に関するほとんどの設定変更は、「管理者インタフェース」を使用して、ブラウザから簡
単に行うことができます。

管理者インタフェースからの設定変更は、即時適用されます。エンドユーザが利用中の時間帯に「機能のオン／
オフ」等の変更を行うと、使用中のユーザの Active! mail の画面が崩れたり、動作が不安定になる可能性があ
ります。Active! mail が稼動中の環境で設定変更を行う場合には、あらかじめ利用停止時間を設け、一定時間
エンドユーザの利用を停止させる等の対応を行ってください。

	 Active!	mail の初回インストール後、管理者インタフェースから設定変更を行う前に、必ず最初にライセン
スキー登録を行ってください。ライセンスキーが登録されていない状態で各種設定を行うと、正しく設定
できない場合があります。ライセンスキー登録の詳細は、『2.2システム設定	-	システム環境確認』をご参
照ください。

	 system.cfg	の編集は、テキストエディタ等で直接行わず、必ず管理者インタフェースから行ってください。
ただし、インストール時に指定した以下の項目は、管理者インタフェースから設定変更できません。これ
らの項目の設定変更が必要な場合には、巻末の付録『system.cfg 設定項目一覧』を参照して、慎重に編
集を行ってください。

設定項目 概要
DIR_USERDATA ユーザデータ保存ディレクトリ
DIR_TEMP テンポラリファイル保存ディレクトリ
DIR_LOG ログ保存用ディレクトリ
DIR_RESOURCE HTMLリソース用ディレクトリ
URL_BINROOT binディレクトリに対応するURLのエイリアス
URL_HTMLROOT visualディレクトリに対応するURLのエイリアス
HTTPD_USER HTTPサーバの実効ユーザ
HTTPD_GROUP HTTPサーバの実効グループ

 ●管理者インタフェースへのアクセス
インストールが正常に終了し、HTTP サービスが適切な設定で稼動していれば、管理者インタフェースへアクセ
ス可能です。以下の URL にアクセスすることで、ログイン画面が表示されます。

http://(Webサーバ名 )(URL_BINROOTで指定したエイリアス )amadmin
または
https://(Webサーバ名 )(URL_BINROOTで指定したエイリアス )amadmin

例）

http://www.example.co.jp/am_bin/amadmin

なお、管理者インタフェースへのアクセスは、Windows 版 Mozilla Firefox ESR45 以上または Microsoft 
Internet Explorer 9 以上のブラウザをご使用ください。それ以外のブラウザからは、表示や設定変更が正しく
行えない場合があります。

	 管理者インタフェースの設定項目は、設定画面を開く際に system.cfg を読み込み、設定を保存するとき
にすべて上書きして書き込みます。複数の管理者または複数のブラウザから同時に操作すると、設定の読
み込み・保存のタイミングにより設定が戻ってしまう可能性がありますのでご注意ください。
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 ●ログイン／ログアウト

 □ログイン
管理者インタフェースにログインするには、管理者専用のユーザ ID、パスワードが必要です。（画面 2-1）

初期状態（出荷時状態）では、管理者のユーザ ID、パスワードは以下のようになっています。ユーザ ID は固定
ですが、パスワードはログイン後に変更可能です。パスワードは、Active! mail 運用開始前に、必ず変更してく
ださい。変更方法は、『2.11 管理者設定 - 管理者パスワード変更』をご参照ください。

ユーザ ID ：sysadmin
パスワード ：sysadmin

画面 2-1 管理者インタフェース ログイン画面

 □ログアウト
管理者インタフェースを終了するには、画面右上の〈ログアウト〉をクリックしてください。ログアウトを行うこと
により、管理者インタフェース用のセッション情報が削除されます。これにより、再度ログインを行うまで設定変
更が行えなくなります。予期せぬトラブルを避けるため、明示的にログアウト操作を行うようにしてください。
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2.2 
システム設定 - システム環境確認
ここからは、管理者インタフェースの各メニュー項目を説明していきます。画面左の階層メニューをクリックする
ことで、目的の設定項目にジャンプできます。ログイン直後は、「システム環境確認」画面が表示されます（画面
2-2）。この画面では、以下が行えます。

「システム環境確認」では、お使いの Active! mail の詳細バージョン番号、現在の基本システム設定（インス
トールディレクトリ、URL のエイリアス設定等）が確認できます。また、ライセンスキーの設定／変更は、この
画面から行います。

ライセンスキーの設定／変更
ライセンスキー表示欄の横にある〈変更〉ボタンをクリックして、ライセンスキー登録ウィンドウを表示さ
せます。ライセンスキー入力フィールドに新しいライセンスキーを入力し、〈OK〉ボタンをクリックすると、
ライセンスキーがシステムに登録されます。

	 Active!	mail は、システム内でライセンスと登録ユーザ数の確認を行っています。通常は、ユーザの初回ロ
グイン時にシステム上に登録され、登録ユーザ数がライセンス上限に達すると新規ユーザは Active!	mail
を利用できなくなります。ユーザ数に応じたライセンスキーを登録してください。

	 詳細は、『3.3ユーザ一覧の出力』の「ユーザ一覧に関する制限事項」をご参照ください。

画面 2-2 管理者インタフェース「システム環境確認」
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2.3 
システム設定 - 全体設定

「全体設定」では、アプリケーション全体の基本設定を行います。ドメインが複数ある場合には、すべてのドメ
インに適用される共通設定になります。

 ●アプリケーション設定
サブメニュー「アプリケーション設定」では、Active! mail の Web アプリケ―ションとしての基本動作設定を
行います（画面 2-3）。

画面 2-3 管理者インタフェース「全体設定 - アプリケーション設定」
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Active! mail で使用する言語
Active! mail では、ログイン時の言語選択またはログイン後の設定変更により、メニュー用の言語を切
り替えることができます。ここでは、エンドユーザが選択可能な言語を限定することができます。「日本語」
を含む複数の言語を指定した場合、ユーザ画面では「日本語」が初期値となります。なお、ここで言語
を限定した場合でも、メール受信やメール作成での多言語対応機能には影響しません。また、「韓国語」「中
国語」の設定は、モバイル版とスマートフォン版の Active! mailには影響を与えません。モバイル版とス
マートフォン版では、日本語、英語のみのサポートとなります。

ログイン画面の言語
ログイン画面の表示言語を指定します。「自動判別」または「Active! mail で使用する言語」で指定した
言語のうちの1つを選択してください。「自動判別」の場合、アクセスしたブラウザの言語設定によって、
「Active! mail で使用する言語」の中から1つの言語が自動的に選択されます。

ログイン画面のドメイン選択リスト表示
複数のドメイン設定がある場合、Active! mail のログインページに「ドメイン選択リスト」を表示させる
ことができます。ドメイン選択リストを表示することにより、エンドユーザによる「ユーザ ID」欄の入力
を補助します。

	「ドメインセクション解決コマンド」を「有効」にした場合は、「ログイン画面のドメイン選択リスト表示」	
を「無効」にしてください。

ドメイン選択リスト編集
「ログイン画面のドメイン選択リスト表示」が有効の場合に、ドメイン選択リストに表示するドメインを編
集します。リストへの表示・非表示および並び順を指定します。

ログイン画面での IDの入力方法
ログイン IDの形式を選択します。通常、ログイン IDは電子メールアドレスまたはその一部（あるいはユニー
クな電子メールアドレスと対応する任意の英数文字列）となりますので、Active! mail のログイン・認証
処理機構は、アットマーク（@）を特別な記号として認識するように設計されています。
「ドメイン名を含む」を指定した場合は、［ユーザ名@ドメイン］形式での入力のみ許可します。「ドメイ
ン名を含まない」を指定した場合は、［ユーザ名］形式での入力のみを許可します。どちらの形式でもロ
グインを許可する場合は、「どちらでも可」を指定します。

ログイン IDの大文字小文字の判別
ログイン ID欄に入力された文字列をそのまま扱う（「大文字小文字を区別する」）かすべて小文字で入力
されたものとみなす（「小文字に変換する」）かを選択します。ログイン ID欄の文字列をそのまま IMAP
サーバの認証用 IDや電子メールアドレスの一部として使用する設定の場合、注意が必要です。お使いの
IMAPサーバによっては、認証用 IDの大文字・小文字が区別されないため、「MYNAME」と入力した場
合と「myname」と入力した場合の両方で認証を通過してしまいますが、Active! mail は大文字・小文
字を区別して扱います。従って、「MYNAME@example.com」と「myname@example.com」が異な
るユーザとして扱われ、アドレス帳をはじめとするユーザ設定が重複して作成されてしまう場合が考えら
れます。ご使用になるシステム環境でこのような事態が想定できる場合には、「小文字に変換する」を指
定してください。

ドメインセクション解決コマンド
ドメインセクションの解決に外部コマンドを使用するか否か設定します。「有効」を指定した場合は、
「DOMAINSECTION_MAPCOMMAND」にコマンドのパスを指定してください。
例）domainmap_normal --id "AMログイン ID" [--pass "AMログインパスワード "] [--user_test "追
加パラメータ "]
CSVファイルでドメインセクションを管理する場合は、「DOMAINSECTION_MAPCOMMAND」に「sbin/
domainmap_csv」を指定してください。詳細は、『2.10ドメインセクション管理』をご参照ください。
ドメインセクション解決時の Active! mailの動作については、『ドメインセクションの解決について』
（P.13）を合わせてご参照ください。

	 ドメインセクション解決コマンドを「有効」にした場合は、ログイン画面のドメイン選択リスト表示	を「無
効」にしてください。

	ドメインセクション解決コマンドについての詳細は、『Active!	mail	外部公開インタフェース資料』をご参
照ください。

ドメインセクション解決コマンドのパスワード引数
ドメインセクション解決コマンドの引数としてパスワードを使用するか否か設定します。

	 ドメインセクション解決コマンドのパスワード引数が「有効」の場合、Webサーバのシェルをユーザに許
可している環境ではps	コマンド等でパスワードが見えてしまう恐れがあります。通常は「無効」で使用し
てください。詳細は、“外部公開インタフェース資料”『2.2	ドメインセクション解決コマンド』をご参照くだ
さい。

ドメインセクション解決コマンド追加パラメータ
ドメインセクション解決コマンドに、追加で渡したいパラメータがある場合に使用します。
POST されるキー値の期待名は、この設定値に「user_」という前置詞をつけたものとなります。たとえば、
「test」という設定を行った場合、ログイン用 CGIは、「user_test」というキーを受け取り、これをドメ
インセクション解決コマンドに渡します。コマンドラインオプションは、「--user_test "渡された文字列 "」
という形式となります。
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ドメインセクションの解決について
「ドメインセクション解決コマンド」設定項目が「有効」に指定されている場合、Active! mailは指定されたドメイ
ンセクション解決コマンドが解決したドメインセクションを常に使用します。
上記設定項目が「無効」の場合は、「ログイン画面のでの IDの入力方法」の設定により解決方法が異なります。

（1）ログイン IDにドメイン（ユーザのメールアドレスの@以降）を含めない場合
PC版、モバイル版、スマートフォン版
Active! mailは、ユーザのログイン画面のドメイン選択で指定されたドメインセクションを使用します。ドメインセ
クションの指定が省略された場合は、「default」のドメインセクションを使用します。
自動ログイン
Active! mailは、「am_authdomain_secid」パラメータで指定されたドメインセクションを使用します。「am_
authdomain_secid」パラメータが省略された場合は、「default」のドメインセクションを使用します。
API
ドメインセクションを指定する「am_authdomain_secid」が必須のパラメータとなり、Active! mailは指定された
ドメインセクションを使用します。「am_authdomain_secid」パラメータが省略された場合は、エラーとなります。
また、「am_authdomain_secid」パラメータで指定されたドメインセクションが存在しない場合も、エラーとなり
ます。

（2）ログイン IDにドメイン（ユーザのメールアドレスの@以降）を含める場合
PC版、モバイル版、スマートフォン版
ユーザのログイン画面に〈ドメイン選択〉メニューが表示されている場合、Active! mailはここで指定されたドメイ
ンセクションを使用します。
ログイン画面で〈ドメイン選択〉メニューが表示されていない場合、Active! mailは入力されたログイン IDのドメ
インと一致するドメイン名を持つドメインセクションを検索し、最初に見つかったドメインセクションを使用します。
一致するドメインセクションが見つからない場合は、「default」のドメインセクションを使用します。
自動ログイン
「am_authdomain_secid」パラメータでドメインセクションが指定されている場合、Active! mailは指定されたド
メインセクションを使用します。
「am_authdomain_secid」パラメータが省略されている場合、Active! mailは「am_authid」パラメータで指定
されたログイン IDのドメインと一致するドメイン名を持つドメインセクションを検索し、最初に見つかったドメイン
セクションを使用します。一致するドメインセクションが見つからない場合は、「default」のドメインセクションを使
用します。

API
ドメインセクションを指定する「am_authdomain_secid」が必須のパラメータとなり、Active! mailは指定された
ドメインセクションを使用します。
「am_authdomain_secid」パラメータが省略されている場合は、エラーとなります。また、「am_authdomain_
secid」パラメータで指定されたドメインセクションが存在しない場合も、エラーとなります。

	 自動ログインおよびAPI の詳細は、“Active!	mail 外部公開インタフェース資料”『3.6自動ログイ
ン処理』および『Chapter	4 外部公開 API	によるメール情報の取得』をご参照ください。

アプリケーション名（テキスト）
「Active! mail」と表示されるアプリケーションタイトルを変更したい場合に編集します。通常の場合、特
に変更する必要はありません。

アプリケーション名（HTML）
「Active! mail」と表示されるアプリケーションタイトルを変更したい場合に編集します。アプリケーショ
ン名（テキスト）に対応するHTMLを設定します。通常の場合、特に変更する必要はありません。

ロゴ 1 (gif,164x59px)
「Active! mail」と表示される標準のロゴ画像を差し替えたい場合に設定します。「カスタムロゴを使用
する」を選択し、任意の画像（gif形式）をアップロードすることにより、ロゴを差し替えることができます。

ロゴ 2 (gif,95x32px)
「Active! mail」と表示される標準のロゴ画像を差し替えたい場合に設定します。「カスタムロゴを使用
する」を選択し、任意の画像（gif形式）をアップロードすることにより、ロゴを差し替えることができます。

セッション有効期間
Active! mailのセッション有効期間を指定します。ログイン中のユーザが Active! mailで最後に操作を
行ってから指定された時間が経過すると、セッションが無効（セッションタイムアウト）となります。「なし」
を指定すると、有効期間は無制限となります。
セッションタイムアウトが検出されると、そのユーザは強制的にログアウトされます。セッション有効期
間が短すぎると、メール作成途中でセッションが無効になる等の問題が多発する可能性があります。通
常は、30分以上を指定してください。モバイル版、スマートフォン版および管理者インタフェースのセッショ
ンも、この設定値が適用されます。

	 cookie が削除された場合やログアウトせずにブラウザを終了した場合は、有効期間に関係なくセッショ
ンは無効となります。ログアウトの操作を行った場合は、ブラウザからセッション情報が削除されます。
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ログイン情報の保存
ログイン IDとパスワードを保存する機能の使用可否を選択します。「ブラウザにログイン情報を保存する」
では、ログイン ID、ドメイン選択（ドメイン選択欄を表示する設定の場合のみ）、パスワードが保存対象
になります。「パスワード以外のログイン情報を保存する」では、パスワード以外が保存されます。この
設定を有効にした場合、エンドユーザの利便性と引き換えにセキュリティレベルを下げることになります
ので、ご利用になる環境に合わせて設定してください。

ログイン CGIの名前 
Active! mail PC版でログイン認証を行うCGIの名称を指定します。初期値は「amlogin」です。初期値
から変更する場合は、Apacheの設定およびログイン画面の修正が必要になります。詳細は、"Active! 
mailインストールマニュアル "『付録 ログイン CGIの名前を変更する』をご参照ください。

ログイン CGIの名前（モバイル版） 
Active! mail モバイル版でログイン認証を行うCGIの名称を指定します。初期値は「mlogin」です。初
期値から変更する場合は、Apacheの設定の修正が必要になります。詳細は、"Active! mailインストー
ルマニュアル "『付録 ログイン CGIの名前を変更する』をご参照ください。

ログイン CGIの名前 （スマートフォン版）
Active! mail スマートフォン版でログイン認証を行うCGIの名称を指定します。初期値は「slogin」です。
初期値から変更する場合は、Apacheの設定の修正が必要になります。詳細は、"Active! mailインストー
ルマニュアル "『付録 ログイン CGIの名前を変更する』をご参照ください。

	 各ログインCGI の名前は、他の CGIと同一名称に変更することはできません。また、各ログインCGI に
同じ名前を指定することもできません。CGI 名称はそれぞれユニークになるように設定してください。

	各ログインCGI の名称に他の CGIと前方一致する名称は使用できません。

	『2.4システム設定	-	ドメイン設定』「必須設定／基本設定」の「リターンURL」「モバイルリターンURL」
「スマートフォンリターンURL」として明示的にログイン画面のURLを指定している場合は、設定が適切か
どうか合わせてご確認ください。「リターンURL」「モバイルリターンURL」「スマートフォンリターンURL」
が空欄の場合は、各ログインCGI の名前を変更すると自動的に追従されます。

システム内開封状況確認機能
Active! mail内に存在するメールアドレス宛に送信したメールの開封状況を送信者が確認する機能の使
用可否を設定します。「有効」を指定すると、「送信箱」フォルダのメールからユーザが開封状況を確認
することができます。「有効」を指定した場合は、「システム内開封状況確認機能での対象ドメイン一覧」
で開封状況確認の対象とするドメインを指定してください。

システム内開封状況確認機能での対象ドメイン一覧
「システム内開封状況確認機能」が「有効」の場合に、対象とするドメインを完全一致で指定しま
す。複数のドメインを指定する場合は、カンマ区切りまたは改行区切りで入力してください。

	 この機能を利用できるのは、システム内開封状況確認機能が「有効」で「対象ドメイン一覧」に指定され
ているドメインのユーザ間のみとなります。「開封状況一覧」には、「対象ドメイン一覧」に含まれる送信
先のみが表示されます。

	デフォルトでは、ユーザの「開封状況一覧」には送信先のメールアドレスと開封日時が表示されます。所
属情報ファイルを作成すると、「開封状況一覧」に所属も表示させることができます。所属情報ファイルの
詳細は、"Active!	mail	インストールマニュアル "の『Chapter	8	システム内開封状況確認機能における所
属情報の表示』をご参照ください。

	「開封状況一覧」に表示される所属情報は、メール送信時に取得した内容が表示されます。メール送信
後に所属情報が更新された場合は、「開封状況一覧」には反映されません。

	共有アドレス帳のデータから所属情報ファイルを作成している場合、共有アドレス帳のデータが更新され
たら所属情報ファイルも必ず更新してください。

	システム内開封状況確認機能を「有効」にすると、メール送信時にユーザディレクトリに開封状況確認ファ
イルが作成されます。ユーザが「送信箱」フォルダからメールを削除すると該当の開封状況確認ファイル
も削除されますが、それ以外の開封状況確認ファイルがたまり続けます。サンプルスクリプトが同梱され
ていますので、古いファイルは削除されるよう設定してください。詳細は、"Active!	mail	インストールマ
ニュアル "の『3.3	自動実行スクリプトの登録』をご参照ください。

スマートフォン版オートログイン機能
スマートフォン版でオートログイン機能の使用可否を選択します。「有効」を指定すると、スマートフォン
版でのオートログインが有効になり、ユーザの「ログイン」画面に「自動ログインを有効にする」のチェッ
クボックスが表示されます。「無効」を指定するとユーザ画面のチェックボックスは非表示となり、ログイ
ン時に必ずユーザ IDとパスワードの入力が必要になります。
スマートフォン版オートログイン機能とは、セッションタイムアウト時にユーザにユーザ IDやパスワードを
要求することなく、自動で再ログインする機能です。ユーザ IDやパスワードを必要としないログイン許
可は、セキュリティレベルを低下させることに繋がります。この機能が必要な場合にのみ「有効」にして
ください。なお、次の場合はオートログイン機能が「有効」であっても自動ログインは行われません。
• ユーザがログアウトを実行したとき
• 有効な cookie が残っていないとき
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• 管理者がユーザのログイン情報を削除したとき（am_cron.sh による削除も含む）

	 スマートフォン版へのアクセスを許可するには、「スマートフォン端末アクセス機能」が「有効」である必要
があります。詳細は、『2.4	システム設定	-	ドメイン設定』の「拡張設定／スマートフォン端末アクセス設
定」をご参照ください。

アドレス帳カスタム項目機能
アドレス帳の詳細情報に項目を追加する機能を使用するか否か設定します。項目の追加方法の詳細は、
『2.8運用管理 - アドレス帳管理』をご参照ください。

自動アーカイブ機能
「受信箱」フォルダ内にあるメールのうち、一定期間を経過したメールを別のフォルダに移動する機能を
使用するか否か設定します。デフォルトは「利用しない」です。機能を使用する場合は「利用する」を指
定し、am6autoarchiveコマンドで詳細な動作を指定します。am6autoarchiveコマンドについての詳
細は、『5.1自動アーカイブコマンド』をご参照ください。

自動アーカイブフォルダ名
「自動アーカイブ機能」が「利用する」に設定されている場合に、移動先のメールフォルダの名称を指定
します。デフォルトは「AM6_ARCHIVE」です。他のシステムフォルダと重複する名前は指定できません。
ドメインセクションにより異なる名前をシステムフォルダに使用している場合は、全ドメインセクションの
システムフォルダと重複しないようにしてください。
ここで指定した名前にかかわらず、ユーザ画面では「アーカイブ」と表示されます。また、「アーカイブ」フォ
ルダはシステムフォルダとして扱われるため、ユーザによる名前の変更、削除、サブフォルダの作成等は
できません。

	 6.54.02 以前からアップグレードした場合など、運用中に自動アーカイブ機能の設定を変更した場合は、管
理者が「自動アーカイブ機能」を「利用する」に設定した後にユーザがログインした時点、または、自動
アーカイブコマンドの初回実行時点のいずれかでアーカイブフォルダが作成されます。アーカイブフォル
ダが作成される前に amapi を実行すると、アーカイブフォルダは取得されません。

	自動アーカイブフォルダ名として指定した名前と同名のユーザフォルダがあった場合、そのユーザフォルダ
がアーカイブフォルダとして認識されます。自動アーカイブフォルダ名を初期値から変更する場合は、ユー
ザが使用しそうな名前や簡易な名前は避けてください。

 ●アカウントロック設定
サブメニュー「アカウントロック設定」では、認証失敗によるアカウントロックの設定を行います。（画面 2-4）。

画面 2-4 管理者インタフェース「全体設定 - アカウントロック設定」

認証失敗回数
Active! mailへのログイン時に、連続して認証に失敗したときにアカウントをロックする機能を設定しま
す。「設定なし」「5回」「10回」のいずれかを指定してください。「設定なし」は、失敗した回数に関係
なくアカウントのロックを行いません。「5回」または「10回」を指定すると、指定した回数の失敗があっ
た時点でアカウントをロックします。

	 認証に失敗した回数は、PC 版、モバイル版、スマートフォン版、API すべてのActive!	mail インタフェー
ス共通でカウントされます。認証に成功すると、失敗回数のカウントはリセットされます。

	認証失敗によりアカウントがロックされた際、および、ロック中にログインを試みた際に、Active!	mail は
警告 (warn)レベルでログを出力します。ユーザにアカウントがロックされていることを通知するメッセー
ジを出力するか否か、「認証失敗回数超過時	エラーメッセージ表示」で設定してください。

ロックする期間
認証失敗によりアカウントをロックする期間を設定します。「認証失敗回数」で「5回」または「10回」
が指定されている場合のみ設定できます。「10分」「1時間」「2時間」「3時間」「12時間」「24時間」「48
時間」「72時間」「無制限（管理者によるロック解除が必要）」のいずれかを指定してください。「無制限」
以外を指定した場合は、指定した期間が経過すると自動的にロックが解除されます。「無制限」を指定
した場合は、システム管理者が解除を行うまで、半永久的にロックされます。

	 手動でのロック解除の方法については、『3.4ユーザアカウントのロックと解除』をご参照ください。
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認証失敗回数超過時 エラーメッセージ表示
認証失敗回数超過によるロック中にユーザがログインを試みた場合に、ロック中（認証制限中）である
ことを表示するか否か設定します。「有効」を指定すると、認証制限中であることを示すメッセージが表
示されます。「無効」を指定すると、通常のログイン認証失敗と同じメッセージが表示されます。初期値
は「無効」です。

	 認証制限中であることを示すメッセージが表示されると、対象アカウントが存在することを悪意のある第
三者に気づかれてしまう可能性があります。

 ●ログ出力設定
サブメニュー「ログ出力設定」では、ログの出力先および出力レベルを指定します（画面 2-5）。

画面 2-5 管理者インタフェース「全体設定 - ログ出力設定」

出力先
「標準エラー」「ファイル」「Syslog」のいずれかを指定します。「標準エラー」の場合、通常は HTTP
サービスのログ（通常、Apacheの場合にはエラーログ）に出力されます。「ファイル」の場合、ログは
Active! mail のログディレクトリ内のファイルに出力されます。「Syslog」の場合、指定された Syslogサー
バに対して出力します（セベリティレベルは error, warn, notice, info, debug を使用します。また、ファ
シリティレベルは user に固定されています）。

	 出力先を「ファイル」に指定した場合は、インストール時に am_cron_cleanlog.sh	を	cron	に登録してく
ださい。登録していない場合は、ログディレクトリ内のファイルは自動で削除されません。cron 登録につ
いての詳細は、“Active!	mail	インストールマニュアル” の『3.3	自動実行スクリプトの登録』をご参照くだ
さい。

出力レベル
ここで設定した出力レベル以上のログが、出力対象となります。ログ出力レベルの適切な設定は、トラ
ブルが起こった際の原因特定に有効な手段となります。通常時は「一般的なエラー」で問題ありませんが、
何らかの問題が発生している場合には、「情報」程度のレベルを設定してください。

	 出力レベルを「デバッグ情報」に設定した場合、記録されるログ中の servermapからの返答内容には各
種パスワードが含まれています。また、非常に大量のログが出力されるため、サーバ負荷やログ容量の増
大などの問題が発生する可能性があります。通常時に「デバッグ情報」に設定することは避けることをお
勧めします。

 ●管理者設定
サブメニュー「管理者設定」では、管理者インタフェースに関する設定を行います（画面 2-6）。

画面 2-6 管理者インタフェース「全体設定 - 管理者設定」

データのインポート /エクスポート形式
管理者インタフェースで編集するデータの一括インポート /エクスポートで使用するファイル形式を指定し
ます。「Excel2003互換XML形式」または「CSV形式」のいずれかを指定してください。CSV形式の場合、
対応している文字コードは SHIFT_JISのみとなります。
インポート時は、初めにインポートするファイルの拡張子から自動判別しインポートを試み、判別不能な
場合はこの設定で指定した形式でインポートします。エクスポート時はこの設定で指定した形式でエクス
ポートします。
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ここで指定したファイル形式は、次のデータを一括インポート /エクスポートする際に使用されます。
• お知らせ編集
• 共有スケジュール編集
• 共有アドレス帳フォルダ編集
• 共有アドレス帳アドレス編集
• 共有アドレス帳アドレス表示順序編集
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2.4 
システム設定 - ドメイン設定

「ドメイン設定」では、使用するドメインのメールサーバ・サービスに関する設定および使用するアプリケーショ
ンの機能を設定します（画面 2-7）。1 つのドメインには、1 つ以上のドメイン設定が必要になります（一般的な
構成では、1 つのドメインに対しては 1 つのドメイン設定を行います。メールシステムが、同一ドメインであって
もユーザ毎に異なる IMAP サービスを参照させるような構成の場合、ドメイン名が重複するドメイン設定を複
数登録することが必要です）。

「ドメイン設定」の画面は、「ドメイン一覧」画面と「ドメインの編集」画面に大きく分けられます。前者は、メ
ニューから「ドメイン設定」を選択した際に最初に表示される画面で、画面 2-7 で示されるような構成になって
います。後者は〈新規作成〉ボタンまたは一覧上からドメイン設定名をクリックした際にポップアップウィンドウ
表示されるもので、画面 2-8 で示されるような画面構成になっています。

	 大量のドメインを登録することは、避けていただくようお願いします。最大ドメイン数は100 を目安にし
てください。

画面 2-7 管理者インタフェース「全体設定 - ドメイン設定」

ドメイン一覧
「ドメイン一覧」では、ドメイン詳細ルール設定の新規作成、削除が行えます。既存のドメイン設定を
編集するには、一覧から編集したいドメイン名をクリックしてください。「ドメインの編集」ウィンドウが
開きます。

新規作成
クリックすると、新しいドメイン設定を編集するウィンドウが開きます。

選択ドメインの削除
一覧から削除したいドメイン設定のチェックボックスにチェックを入れて〈選択ドメインの削除〉ボタンを
クリックすると、ドメイン設定が削除されます。

ドメイン ID
Active! mailのドメインセクション IDが表示されます。

ドメイン名
ドメインの編集で「ドメイン名」に設定された名前が表示されます。

ドメイン別名
ドメインの編集で「ドメイン別名」に設定された名前が表示されます。

ドメインの編集
「ドメインの編集」では、所属するユーザアカウントに対する、メールサーバ・サービスに関する設定お
よび使用するアプリケーションの機能設定が行えます。デフォルト以外のドメインについては、「デフォル
トドメインと同じ」チェックボックスにチェックを入れておくことで、デフォルトドメインと同じ設定値を使
用することができます。
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 ●必須設定／基本設定
設定カテゴリ「必須設定／基本設定」では、全般的・基本的な設定を行います（画面 2-8）。

画面 2-8管理者インタフェース「ドメインの編集（必須設定／基本設定）」

ドメイン名
ドメイン名（電子メールアドレスのアットマーク以降の文字列）を指定します。

ドメイン別名
表示用のドメイン名を指定します。この表示名は、Active! mail のログイン画面に「ドメイン選択」欄を
表示させた場合の表示名として使用されます。また、管理者インタフェースの「ドメイン一覧」画面で、
ドメインを識別するための情報として表示されます。

リターン URL
Active! mail からログアウトした場合やセッションエラーが発生した場合のための戻り先の URLを絶対
パスまたは絶対 URLで設定します。通常は、空欄のままで構いません（空欄の場合、Active! mail のロ
グイン画面が戻り先になります）。この設定は、モバイル版、スマートフォン版および管理者インタフェー
スには適用されません。

モバイルリターン URL
モバイル版のリターン URLを絶対パスまたは絶対 URLで指定します。通常は、空欄のままで構いません
（空欄の場合、モバイル版 Active! mail のログイン画面が戻り先になります）。この設定は、モバイル版
にのみ適用されます。

スマートフォンリターン URL
スマートフォン版のリターン URLを絶対パスまたは絶対 URLで指定します。通常は、空欄のままで構い
ません（空欄の場合、スマートフォン版 Active! mail のログイン画面が戻り先になります）。この設定は、
スマートフォン版にのみ適用されます。

	 リターンURL	およびモバイルリターンURL、スマートフォンリターンURLを指定する場合は、必ず絶対パ
スまたは絶対URLで指定してください。

デフォルトの国
エンドユーザが初回ログインした際に、デフォルトで選択されている「国」設定を指定します。日本国内
で使用する場合には、「日本」を選択します。この設定値は、ユーザの「スケジューラ」画面の休日・祝
日表示に影響を与えます（出荷パッケージには、日本と韓国の西暦 2000年以降の休日・祝日データの
み含まれています）。
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デフォルトのタイムゾーン
エンドユーザが初回ログインした際に、デフォルトで選択されている「タイムゾーン」設定を指定します。   「タイム
ゾーン」は、「メール受信」画面での受信時間の表示や「スケジューラ」画面の「今日」にあたる日付の判定など、
Active! mail の随所に影響を与える設定項目です。

内部ドメイン
ユーザの「メール作成」画面のプレビュー表示時に、内部ドメインとするドメイン名を指定します。複数のドメイン
を指定する場合は、カンマ区切りまたは改行区切りで入力してください。
'.'（ドット）で始まるドメインは後方一致、それ以外はドメイン部分の完全一致となります。大文字 /小文字は区別
されません。
ここで指定された内部ドメイン以外のアドレスが宛先 / Cc / Bccに含まれる場合、プレビュー時にハイライト表示
されます。また、「拡張設定／アクティビティ設定」で「宛先確認機能」を有効にしている場合は、内部ドメイン
の設定の有無でチェックボックスの表示が変化します。宛先確認機能についての詳細は、『拡張設定／アクティビ
ティ設定』をご参照ください。

準内部ドメイン
ユーザの「メール作成」画面のプレビュー表示時に、準内部ドメインとするドメイン名を指定します。複数のドメイ
ンを指定する場合は、カンマ区切りまたは改行区切りで入力してください。
'.'（ドット）で始まるドメインは後方一致、それ以外はドメイン部分の完全一致となります。大文字 /小文字は区別
されません。内部ドメインの指定と準内部ドメインの指定が重複する場合は、内部ドメインの指定が優先されます。
ここで指定された準内部ドメインのアドレスが宛先 / Cc / Bccに含まれる場合、プレビュー時にハイライト表示さ
れます。「宛先確認機能」が有効の場合は、外部ドメインと同等として扱われます。宛先確認機能についての詳細は、
『拡張設定／アクティビティ設定』をご参照ください。

	「内部ドメイン」と「準内部ドメイン」のいずれも指定されていない場合は、外部ドメインのハイライト表示は行われ
ません。
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 ●必須設定／認証設定
「認証設定」では、Active! mail にログインする際の認証方法に関する設定を行います（画面 2-9）。Active! 
mail のログイン認証は、①ドメインマッピングフェーズ、② E-MAIL アドレスマッピングフェーズ、③サーバ
マッピングフェーズ、④ IMAP 認証フェーズの 4 つのフェーズで構成されています（図 2-1）。ここでは、②以降
のフェーズで必要とされるパラメータの指定を行います。

	 ドメインマッピングフェーズについての設定は、『2.3	システム設定	-	全体設定』で行います。

 
ログイン要求（ID, ドメイン選択※, パスワード）

アプリケーションセッションの確立

ログイン完了

②E-MAIL アドレスマッピングフェーズ

③サーバマッピングフェーズ

④IMAP 認証フェーズ

※ドメイン選択欄を表示する設定の場合

ログイン認証フェーズ

ログイン要求により渡された情
報から、電子メールアドレスを
解決

電子メールアドレスおよびログ
イン要求により渡された情報か
ら、認証 ID の形式や接続先サー
バを決定

サーバマッピングフェーズで解
決した IMAP サーバ・ポートに対
し、同じくサーバマッピング
フェーズで解決したログイン ID, 
パスワードを使用し IMAP 認証を
行う

①ドメインマッピングフェーズ ログイン要求により渡された情
報から、ドメインを解決

図 2-1 Active! mailのログイン認証フェーズ

画面 2-9 管理者インタフェース「ドメインの編集（必須設定／認証設定）」
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E-MAILアドレスマッピングコマンド
エンドユーザがログイン画面で入力した情報（ログイン ID、パスワード、およびドメイン選択欄を表示す
る設定の場合にはその選択状態）から、電子メールアドレスを取得するためのコマンドを指定します。標
準パッケージには、emailmap_normal という基本コマンドが同梱されています。この基本コマンドは、
ログイン画面で指定された「ログイン ID」を、電子メールアドレスまたはその一部（ドメインが省略され
た電子メールアドレス）とみなして、ユーザの電子メールアドレスを解決します。システム構成に合わせ、
独自の「E-MAILアドレスマッピングコマンド」をお使い頂くことも可能です。

	 Active!	mail では quoted-string 形式の電子メールアドレスを扱うことができないため、E-MAIL アドレス
マッピングコマンドで取得された電子メールアドレスが quoted-string 形式の場合も使用できません。

E-MAILアドレスマッピングコマンドのパスワード引数
EMAIL_MAPCOMMAND で指定されたコマンドを呼び出す際に、パスワードを引数として渡すか否か
を設定します。「有効」 の場合には正しいパスワードを渡します。「無効」の場合には、パスワードの代わ
りに “********”（アスタリスク 8個）を渡します。

	 E-MAIL アドレスマッピングコマンドのパスワード引数が	「有効」の場合、管理者がWebサーバのシェル
をユーザに許可している環境ではps	コマンド等でパスワードが見えてしまう恐れがあります。通常は	「無
効」で使用してください。詳細は、“外部公開インタフェース資料”『2.3	E-MAILマッピングコマンド』をご
参照ください。

サーバマッピングコマンド
ログイン画面から渡された情報と、「E-MAILアドレスマッピングコマンド」によって解決された電子メー
ルアドレスから、使用するメールサーバに関する各種情報（認証用 ID、接続先ホスト名、ポート番号等）
を取得するためのコマンドを指定します。標準パッケージには、servermap_normal という基本コマン
ドが同梱されています。この基本コマンドは、ログイン画面で指定されたログイン ID（電子メールアドレ
スのすべての文字列またはその一部（アットマークの前の部分））を、認証用 ID として返します。システ
ム構成に合わせ、独自の「サーバマッピングコマンド」をお使い頂くことも可能です。

サーバマッピングコマンドのパスワード引数
SERVER_MAPCOMMAND で指定されたコマンドを呼び出す際に、パスワードを引数として渡すか否か
を設定します。「有効」 の場合には正しいパスワードを渡します。「無効」の場合には、パスワードの代わ
りに “********”（アスタリスク 8個）を渡します。

	 サーバマッピングコマンドのパスワード引数が「有効」の場合、管理者がWebサーバのシェルをユーザ
に許可している環境ではps	コマンド等でパスワードが見えてしまう恐れがあります。通常は	「無効」で使
用してください。詳細は、“外部公開インタフェース資料”『2.4	サーバマッピングコマンド』をご参照くださ
い。

マッピングコマンド追加パラメータ
E-MAILアドレスマッピングコマンド、サーバマッピングコマンドへの追加パラメータを設定します。こ
の項目を設定すると、ログイン用 CGI（amloginまたは mlogin）に POST された追加パラメータを、
E-MAILアドレスマッピングコマンドおよびサーバマッピングコマンドに渡すことができます。POST され
るキー値の期待名は、この設定値に「user_」という前置詞をつけたものとなります。たとえば、「abc」
という設定を行った場合、ログイン用 CGIは、「user_abc」というキーを受け取り、これを E-MAILアド
レスマッピングコマンドおよびサーバマッピングコマンドに渡します。コマンドラインオプションは、「--
user_abc "渡された文字列 "」という形式となります。

IMAP認証 IDの形式
IMAP認証時のユーザ IDの形式を、使用する IMAPサーバの構成に合わせて設定します。一般的な
IMAPサーバは、認証 IDとして「user@domain」形式（ドメインを含む＝電子メールアドレス形式）、 
「user」形式（ドメインを含まない＝電子メールアドレスのアットマークより前、または特殊な認証用 ID）
のいずれかあるいは両方をサポートしています。ここで設定した情報は、サーバマッピングコマンドが参
照します。

 ●必須設定／ LDAPユーザアカウント管理設定
設定カテゴリ「必須設定／ LDAP ユーザアカウント管理設定」では、LDAP で管理されているユーザアカウン
ト情報と Active! mail を連携させるための設定を行います。LDAP へのバインド方法などにより3 種類の連携
方法があります。お使いの環境に合わせて設定してください。（画面 2-10-1 および画面 2-10-2）

	 LDAP 検索時に複数のユーザが該当した場合は、LDAP が最初に返却するユーザを対象とします。LDAP
上で一意となるようなアカウント情報の設定および LDAP 検索条件の設定を推奨します。

	 LDAP上に格納されている認証用パスワードがHASH 化されている場合は、Active!	mail から復号化でき
ませんのでご注意ください。

	サーバサイドの SSL 通信（LDAPS 等）には対応しておりません。	
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 □管理者でバインドする（「LDAP ユーザ BIND機能」が無効）

LDAP の管理者アカウントでバインドし、必要なユーザ情報を検索します。この場合、管理者インタフェースの
「LDAP BIND DN」と「LDAP BIND パスワード」には LDAP 管理者アカウントの情報を設定してください。
E-MAIL アドレスの解決には emailmap_ldap、接続先サーバの解決には servermap_ldap と連携します。

管理者インタフェースからの設定例
LDAP_USERDN: "uid=admin,dc=local"
LDAP_PASSWD: "sysadmin"

Active! mail LDAP

E-MAILアドレス
IMAP/POP

③② ①

④

① LDAP サーバにユーザ情報を登録
② Active! mail のログイン ID に社員番号などを入力してログイン
③「LDAP BIND DN」と「LDAP BIND パスワード」を使用して管理者の DN で LDAP にバ

インドし、「LDAP 検索ベース」以下から検索ルールを使用してユーザの DN を検索し、ユーザ
の DN からユーザ情報を取得

④取得したユーザ情報を Active! mail で利用

構築例：
例 1）LDAP サーバから E-MAIL アドレスを取得し、Active! mail で利用したい場合
例 2）ユーザごとに接続先 IMAP サーバや SMTP サーバが異なり、IMAP サーバの情報を LDAP で管
理している場合
例 3）Active! mail のログイン画面で入力するユーザ ID やパスワードと、IMAP アカウントのユーザ ID 
やパスワードが異なり、IMAP アカウントのユーザ ID やパスワードを LDAP で管理している場合

	 例 3の構成では、ユーザの IMAP	認証に必要なすべての情報をLDAP	サーバから取得しそのままIMAP	に
渡すため、実質的にユーザ認証が行われません。E-MAIL	アドレスマッピングコマンドのカスタマイズ等に
より独自の認証機構を別途用意する必要があります。

例 4）Active! mail のログイン画面で入力するユーザ ID やパスワードと、管理者 POP 設定で使用する
POP サーバのユーザ ID やパスワードが異なり、管理者 POP 設定のユーザ ID やパスワードを LDAP で
管理している場合

 □置換文字列を使用してユーザの DNでバインドする（「LDAP ユーザ BIND機能」が
無効）
置換文字列を使用してユーザの DN でバインドし、必要なユーザ情報を検索します。この場合、管理者インタ
フェースの「LDAP BIND DN」と「LDAP BIND パスワード」には置換文字列を使用してユーザを解決できる
値を設定してください。E-MAILアドレスの解決には emailmap_ldap、接続先サーバの解決には servermap_
ldap と連携します。置換文字列については、P.28 の『表 1 LDAP アカウント管理連携設定における置換文字
列の使用可否』を参照してください。

管理者インタフェースからの設定例
LDAP_USERDN: "uid=$AM_AUTHID;,dc=User,dc=local"
LDAP_PASSWD: "$AM_AUTHPASSWD"

Active! mail LDAP

E-MAILアドレス
IMAP/POP

③② ①

④
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① LDAP サーバにユーザ情報を登録
② Active! mail のログイン ID に社員番号などとパスワードを入力してログイン
③「LDAP BIND DN」と「LDAP BIND パスワード」を使用してユーザの DN で LDAP にバインドし、

ユーザ情報を取得

 ※「LDAP BIND DN」と「LDAP BIND パスワード」は置換文字列で設定
④取得した情報を Active! mail で利用

構築例：
例 1）「管理者でバインドする」の例 3 と同じだが、置換文字列を使用して LDAP に各ユーザでバインドし、LDAP 
認証を通したい場合

 □ユーザの DNでバインドする（「LDAP ユーザ BIND機能」が有効）

LDAP の管理者アカウントでバインドしてユーザの DN を検索してから、取得したユーザの DN を使用して再バインドし、
Active! mail に必要なユーザ情報を検索します。この場合、管理者インタフェースの「LDAP BIND DN」と「LDAP 
BIND パスワード」には LDAP で検索できるアカウントの情報を設定してください。

管理者インタフェースからの設定例
LDAP_USERDN: "uid=search,dc=local"
LDAP_PASSWD: "syssearch"

Active! mail LDAP

E-MAILアドレス
IMAP/POP

③

②

①

④

⑤

① LDAP サーバにユーザ情報を登録
② Active! mail のログイン ID に社員番号などを入力してログイン
③「LDAP BIND DN」と「LDAP BIND パスワード」を使用して管理者の DN で LDAP にバインドし、

「LDAP 検索ベース」以下から検索ルールを使用してユーザの DN を検索
④取得したユーザの DN とログイン時に入力されたパスワードを使用してユーザの DN で再バインドし、

IMAP アカウントのユーザ ID やパスワードを取得
⑤取得した情報を Active! mail で利用

構築例：
例 1）「管理者でバインドする」の例 3 と同じだが、特殊なアカウントでユーザを検索した後に LDAP にユーザ DN
で再バインドし、LDAP 認証を通したい場合など

 □LDAPパスワード変更機能

LDAP サーバに保存されているメールアカウントのパスワードを変更します。Active! mail から変更・保存できるパスワー
ドは、プレーンテキスト形式のみになります。

バインドの方法は上記で説明した 3 種類の設定を使用可能です。



25

2
2.4 

ド
メ
イ
ン
設
定

 □管理者インタフェースの設定

画面 2-10-1 管理者インタフェース「ドメインの編集（必須設定／ LDAPユーザアカウント管理設定）」
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2 画面 2-10-2 管理者インタフェース「ドメインの編集（必須設定／ LDAPユーザアカウント管理設定）」

LDAP基本設定

LDAPサーバ
LDAPサーバのホスト名を指定します。

LDAPポート
LDAPサーバのポート番号を指定します。

LDAP バージョン
LDAPのバージョン（2または 3）を指定します。

LDAP BIND DN
LDAPバインド用 DNを指定します。

LDAP BIND パスワード
LDAPバインド用パスワードを指定します。

LDAP 検索ベース
LDAP検索用ベースDNを指定します。

LDAP タイムアウト
LDAP検索時タイムアウト（秒）を指定します。

LDAP ユーザ BIND機能
ログインユーザの DNを BIND DNにするかどうか指定します。デフォルトは「無効」です。
この設定値は、LDAPパスワード変更、emailmap_ldap、servermap_ldapの実行時に影響します。
「LDAP パスワード変更検索ルール」「LDAP emailmap用検索ルール」「LDAP servermap用検索ルー
ル」の項をご参照ください。

	 LDAP	ユーザ BIND 機能を有効にするには、「必須設定／認証設定」画面から「E-MAIL アドレスマッピン
グコマンドのパスワード引数」と「サーバマッピングコマンドのパスワード引数」を「有効」に設定する必
要があります。この場合、コマンドの引数にパスワードが渡されます。

LDAPパスワード変更設定

LDAP パスワード変更連携
LDAPサーバに保存されたパスワードを変更する機能の有効／無効を選択します。設定カテゴリ「拡張
設定／アクティビティ設定」の「パスワード変更機能」が有効な場合のみ本設定値が評価されます。こ
の際、本設定が有効の場合には LDAPパスワード変更機能が使用され、無効の場合には通常のパスワー
ド変更機能が使用されます。
• パスワード変更機能：無効 ⇒ パスワード変更機能無効
• パスワード変更機能：有効、LDAP パスワード変更連携：無効 ⇒ 通常のパスワード変更
• パスワード変更機能：有効、LDAP パスワード変更連携：有効 ⇒ LDAP パスワード変更

LDAP パスワード変更検索ルール
パスワード変更に関する、LDAP検索条件を指定します。この値にはユーザを識別する属性を指定します。
例）uid=$AM_AUTHID;
LDAPパスワードの変更対象となるのは、「LDAP検索ベース」で指定した階層の直下およびその階層以
降（サブツリー）に存在するユーザです。「LDAP ユーザ BIND機能」の設定により検索方法が異なります。

「LDAP ユーザ BIND機能」が「有効」
パスワード変更時には、この値を検索条件としてユーザの DNを取得し、ユーザの DNで再バイ
ンドして属性の参照／更新を行います。
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「LDAP ユーザ BIND機能」が「無効」
パスワード変更時には、この値を検索条件としてユーザの DNを取得し、取得したDNが示すユー
ザの属性の参照／更新を行います。（ユーザ DNでの再バインドは行いません。）

	 LDAP 検索で複数のユーザが該当した場合は、LDAP が最初に返却するユーザを対象として処理を続行し
ます。返却される順序は、LDAP サーバの挙動により異なります。

LDAP IMAPパスワード格納属性
パスワードの格納属性を指定します。ここで指定された属性に対し、参照／更新が行われます。

emailmap_ldap設定

LDAP emailmap用検索ルール
LDAP連携用 E-MAILアドレスマッピングコマンド（emailmap_ldap）が参照する、LDAP検索条件を
指定します。
例）uid=$AM_AUTHID;
「LDAP ユーザ BIND機能」の設定により検索方法が異なります。

「LDAP ユーザ BIND機能」が「有効」
emailmap実行時には、この値を検索条件としてユーザの DNを取得し、ユーザの DNで再バイ
ンドして属性の参照を行います。

「LDAP ユーザ BIND機能」が「無効」
emailmap実行時には、この値を検索条件としてユーザの DNを取得し、取得したDNが示すユー
ザの属性の参照を行います。Active! mail 6.54.02までと同じ動作です。

	 LDAP 検索で複数のユーザが該当した場合は、LDAP が最初に返却するユーザを対象として処理を続行し
ます。返却される順序は、LDAP サーバの挙動により異なります。

LDAP電子メールアドレス格納属性
LDAP連携用 E-MAILアドレスマッピングコマンド（emailmap_ldap）が参照する、E-MAILアドレスの
格納属性を指定します。

servermap_ldap設定

LDAP servermap用検索ルール
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、LDAP検索条件を指定します。
例）emailAddress=$EMAIL;
「LDAP ユーザ BIND機能」の設定により検索方法が異なります。

「LDAP ユーザ BIND機能」が「有効」
servermap実行時には、この値を検索条件としてユーザの DNを取得し、ユーザの DNで再バ
インドして属性の参照を行います。

「LDAP ユーザ BIND機能」が「無効」
servermap実行時には、この値を検索条件としてユーザのDNを取得し、取得したDNが示すユー
ザの属性の参照を行います。Active! mail 6.54.02までと同じ動作です。

	 LDAP 検索で複数のユーザが該当した場合は、LDAP が最初に返却するユーザを対象として処理を続行し
ます。返却される順序は、LDAP サーバの挙動により異なります。

LDAP電子メールアドレス格納属性
LDAP連携用 E-MAILアドレスマッピングコマンド（emailmap_ldap）が参照する、E-MAILアドレスの
格納属性を指定します。

LDAP IMAPサーバ格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、IMAPサーバのホスト名格納
属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマンド
（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP IMAPポート格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、IMAPサーバのポート番号格
納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマン
ド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP IMAP認証用 ID格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、IMAP認証用 ID格納属性を
指定します。
指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマンド（servermap_
normal)と同様、Active! mail のログイン情報から IMAP認証用 IDを解決します。

LDAP IMAPパスワード格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、IMAP認証用パスワード格納
属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマンド
（servermap_normal)と同様、Active! mail のログイン情報から IMAP認証用パスワードを解決します。
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	 LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）がActive!	mailのログインパスワードを参照し
ない設定の場合にこの属性を指定すると、すべてのユーザが任意のパスワードでログインできてしまいま
すのでご注意ください。「サーバマッピングコマンドのパスワード引数（ENABLE_SERVERMAP_PASSWD）」
を無効に設定したり、「LDAP	BIND	DN（LDAP_BINDDN）」や「LDAP	BIND	パスワード（LDAP_PASSWD）」
に適切な置き換え文字列（後述）を使用しなかったりすると、LDAP 連携用サーバマッピングコマンド
（servermap_ldap）は Active!	mail のログインパスワードを参照しなくなります。

LDAP 名前空間の接頭辞格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、IMAPサーバのネームスペー
スプリフィックス格納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サー
バマッピングコマンド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用され
ます。

	 共有メールボックスのNAMESPACE	PREFIXを指定しないでください。

LDAP 名前空間の区切子格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、IMAPサーバのネームスペー
スデリミタ格納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッ
ピングコマンド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP SMTPサーバ格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、SMTPサーバのホスト名格納
属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマンド
（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP SMTPポート格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、SMTPサーバのポート番号格
納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマン
ド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP AMMANAGERサーバ格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、AMMANAGERのホスト名
格納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコ
マンド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP AMMANAGERポート格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、AMMANAGERのポート番号
格納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコ
マンド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP AMMANAGER認証 ID格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、AMMANAGERの認証用 ID
格納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコ
マンド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP AMMANAGER認証パスワード格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、AMMANAGERの認証用パ
スワード格納属性を指定します。指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッ
ピングコマンド（servermap_normal)と同様、ドメインセクション内で指定された値が使用されます。

LDAP 管理者 POP設定認証 ID格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、管理者 POP設定の認証用
ID格納属性を指定します。取得した IDは、EXTRA_POP_RECV_AUTHIDとして返されます。
指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマンド（servermap_
normal)と同様、Active! mail のログイン情報から管理者 POP設定の認証用 IDを解決します。

LDAP 管理者 POP設定認証パスワード格納属性
LDAP連携用サーバマッピングコマンド（servermap_ldap）が参照する、管理者 POP設定の認証用
パスワード格納属性を指定します。取得したパスワードは、EXTRA_POP_RECV_PASSWDとして返さ
れます。
指定がない場合（設定値がブランクの場合）には、通常版サーバマッピングコマンド（servermap_
normal)と同様、Active! mail のログイン情報から管理者 POP設定の認証用パスワードを解決します。

	 管理者 POP 設定の詳細については、『拡張設定／メール受信設定』をご参照ください。

	以下の設定項目では、表1の置換文字列が指定可能です。
• LDAP BIND DN（LDAP_USERDN）
• LDAP BIND パスワード（LDAP_PASSWD）
• LDAP 検索ベース（LDAP_SEARCHBASE）
• LDAP パスワード変更検索ルール（LDAP_RULE_PASSWD_SEARCH）
• LDAP emailmap 用検索ルール（LDAP_RULE_EMAILMAP_SEARCH）
• LDAP servermap 用検索ルール（LDAP_RULE_SERVERMAP_SEARCH）
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置換文字列 置換される値 emailmap servermap パスワード変更
$AM_AUTHID; AMログイン画面で入力された ID ○ ○ ○
$AM_AUTHPASSWD; AMログイン画面で入力されたパス

ワード ○ ○ ○

$AUTHID; IMAP認証 ID × × ○
$PASSWD; IMAP認証パスワード × × ○
$USERID; E-MAILアドレスの「@」より前 × ○ ○
$DOMAIN; ドメイン名（E-MAILアドレスの「@」

以降） × ○ ○

$EMAIL; E-MAILアドレス × ○ ○

表 1 LDAPアカウント管理連携設定における置換文字列の使用可否

	 以下の設定項目では、LDAP 検索フィルタの書式が入力可能です。より厳密な検索条件を設定したい場合
は、例文のような設定値を入力して下さい。
• LDAP パスワード変更検索ルール（LDAP_RULE_PASSWD_SEARCH）
• LDAP emailmap 用検索ルール（LDAP_RULE_EMAILMAP_SEARCH）
• LDAP servermap 用検索ルール（LDAP_RULE_SERVERMAP_SEARCH）

 例：「uid=$AM_AUTHID;」かつ「emailAddress=$EMAIL;」としたい場合（AND）
 「(&(uid=$AM_AUTHID;)(emailAddress=$EMAIL;))」

 ●必須設定／受信サーバ設定
「受信サーバ設定」では、メール受信用 IMAP サービスに関する各種設定を行います（画面 2-11）。
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画面 2-11 管理者インタフェース「ドメインの編集（必須設定／受信サーバ設定）」

IMAPサーバ
IMAPサービスの IPアドレス又はホスト名を指定します。
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IMAPサーバポート
IMAPサービスのポート番号を指定します。

メールキャッシュの同期方法
メールキャッシュの同期方法を指定します。「UIDと RFC822.SIZEを使用する」「UIDと INTERNALDATE 
を使用する」「UIDを使用する」のいずれかを指定してください。デフォルトは、「UIDと INTERNALDATE 
を使用する」です。

	 メールキャッシュの同期方法が「UID を使用する」に指定されていると、ユーザがメールフォルダ名を変
更した直後はそのフォルダ内のメールを正しく表示できない場合があります。その場合は、該当のフォル
ダキャッシュを削除すると正常に表示されます。

メールキャッシュの同期省略
メール一覧表示時に行われるメールキャッシュの同期を省略するか否か指定します。同期を省略すると
メール一覧表示時のパフォーマンス改善が期待できます。
「メールボックス内のメール数と LAST UIDが一致した場合は省略する」を指定すると、メールボックス
内とメールキャッシュの間でメール数と LAST UIDを比較し、両者が一致した場合に限り、メールキャッ
シュの同期を省略します。一致しない場合は通常通りメールキャッシュの同期を行います。「省略しない」
を指定した場合は、常にメールキャッシュの同期を行います。デフォルトは、「省略しない」です。

	 Active!	mail 以外のメールソフトと併用する場合は、必ず「省略しない」で使用してください。併用できる
環境でメールキャッシュの同期を省略すると、メール一覧に表示される内容と実際のメールが合致しなく
なる可能性があります。

ユーザフラグデータのエラーチェック強度
ユーザフラグデータが破損しているかどうかのチェックを「標準」または「高」のいずれかで指定します。
デフォルトは「標準」です。Active! mailがユーザフラグデータのエラーを検知すると、ユーザフラグデー
タの再生成を行います。再生成前のメールの「転送済み」「振り分け済み」「迷惑メール確率」の情報が
削除されるため、メール一覧からそれらの情報が消えます。「高」を指定すると、「標準」で検知できな
いエラーを検知できるようになりますが、これらの情報が消える頻度が高くなる可能性があります。
ユーザフラグデータの再生成が行われても、「返信済み」「未読 / 既読」「フラグの有無」などの情報は
保持されます。

	「メールキャッシュの同期省略」が「メールボックス内のメール数とLAST	UID	が一致した場合は省略する」
に設定されている場合はユーザフラグデータのエラーを検知しても再生成は行われないため、一時的に
ユーザ画面にエラーが表示される場合があります。再度メールフォルダにアクセスした時に再生成されま
す。

IMAP NOOPコマンドの抑制
IMAPの NOOPコマンドの発行を抑制するか否か指定します。デフォルトは「有効」（抑制する）です。
通常は「有効」で使用してください。「有効」で何らかの問題が発生した場合のみ「無効」（抑制しない）
にしてください。

フォルダ階層サポート
IMAPサービスのフォルダ階層サポート状況に合わせて設定します。一般に、「mbox形式」といわれる
メールデータ管理方式を採用している IMAPサービスでは、メールフォルダをファイル、階層をディレク
トリとして実装しているため、階層直下にはメールを置くことができません（サブフォルダのみ設置可）。
また反対に、メールフォルダに対しては、メールのみ設置可能で、サブフォルダを追加することはできま
せん。一方、IMAPサービスが「MailDir形式」（1メール1ファイルでメールを管理する方式）を採用し
ている場合には、このような制限はありません。

	「子階層にはフォルダまたはメールのどちらかのみ設置可（UW-IMAP 等）」が指定されている場合、スマー
トフォン版で階層フォルダを作成できない場合があります。その場合は、PC 版で操作してください。

	ユーザが階層フォルダ名を変更しようとした際に、新しいフォルダ名が IMAP上で制限されている文字長
を超えると、変更前 / 変更後両方のフォルダができる場合があります。

名前空間の接頭辞の指定
IMAPサービスの標準ネームスペース・プリフィックスを指定します。通常は「自動認識」を指定します。
お使いの IMAPサービスが「NAMESPACE」コマンドを正しく認識しない等、問題がある場合には明
示的に指定する必要があります。名前空間の標準接頭辞としては、「」（空文字列）、「INBOX.」（文字列
「INBOX」＋ドット）、「INBOX/」（文字列「INBOX」＋スラッシュ記号）などが多く使用されています。な
お、Active! mail では、後述する「共有メールボックスを表示する」機能を有効に設定しない限り、標
準ネームスペース・プリフィックスのみを認識します。複数のネームスペース・プリフィックスが存在する
場合、標準ネームスペース・プリフィックス以外の接頭辞を持つメールボックスは、メールボックスとして
表示されません。
この項目を変更する場合は、次の「名前空間の区切子の指定」も必ず合わせて変更してください。
	「名前空間の接頭辞の指定」と「名前空間の区切子の指定」の設定を変更する場合は、必ず 2項目合わ
せて変更してください。例えば、「名前空間の接頭辞の指定」で「指定」を選択した場合、「名前空間の区
切子の指定」も「指定」を選択する必要があります。「名前空間の接頭辞の指定」で「無し」を選択した
場合は、「名前空間の区切子の指定」で「指定」を選択してください。

名前空間の区切子の指定
IMAPサービスの標準ネームスペース・プリフィックスに対応するデリミタ（区切り文字）を指定します。
通常は「自動認識」で構いませんが、IMAPサービスが「NAMESPACE」コマンドを正しく認識しない等、
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問題がある場合には明示的に指定する必要があります。なお、区切り文字は「.」（ドット）または「/」（スラッ
シュ）のいずれかである必要があります。この項目を変更する場合は、前の「名前空間の接頭辞の指定」
も必ず合わせて変更してください。

詳細検索（IMAP検索）の使用
メール受信画面の詳細検索機能を使用するか否かを指定します。詳細検索機能は、IMAP検索を使用し
ます。ご使用になる IMAPサービスが IMAP検索に対応していない場合には、「使用しない」設定でご
利用ください。また、IMAPサービスの種類やバージョン、環境等によりUnicodeを使用した多言語文
字列の検索が正常に行えない場合や、IMAP検索がMailサーバに過剰の負荷をかける場合、IMAP検
索結果が得られるまで非常に長時間かかる場合等もございます。この機能をご使用になるか否かは、サー
バ環境の特性やActive! mailの利用状況等から、総合的にご判断ください。

メール一覧取得時の INBOX参照方法
IMAPサーバからのメール一覧取得時に、メールボックスを Read Onlyモードで選択するか、Read/
Writeモードで選択するかを指定します。Read Onlyモードで新着メールが正しく表示されない場合に
は、Read/Writeモードを指定してください。

「送信箱」とみなすメールボックス
メールフォルダ一覧に「送信箱」として表示するメールボックス名を指定します。ここで指定されたメー
ルボックス名に、名前空間の接頭辞が自動的に補完されて評価されます。

「ごみ箱」とみなすメールボックス
メールフォルダ一覧に「ごみ箱」として表示するメールボックス名を指定します。ここで指定されたメール
ボックス名に、名前空間の接頭辞が自動的に補完されて評価されます。

「下書き保存箱」とみなすメールボックス
メールフォルダ一覧に「下書き保存」として表示するメールボックス名を指定します。ここで指定された
メールボックス名に、名前空間の接頭辞が自動的に補完されて評価されます。

「迷惑メール箱」とみなすメールボックス
メールフォルダ一覧に「迷惑メール」として表示するメールボックス名を指定します。ここで指定された
メールボックス名に、名前空間の接頭辞が自動的に補完されて評価されます。

「迷惑メール箱」を表示する
メールフォルダ一覧に「迷惑メール」フォルダを表示するか否かを設定します。「表示しない」にすると、
以下の迷惑メールに関連するフォルダや機能が全て非表示になります。
• メールフォルダ一覧の「迷惑メール」フォルダ
• メール操作メニューの「迷惑メール登録」とその表示設定項目（「メール設定」画面内）
• メール一覧の「迷惑メール確率」とその表示設定項目（「メール設定」画面内）
• フォルダ管理画面の「迷惑メール」フォルダ
•  「フィルタリング」設定画面のアクション「迷惑メールフォルダに移動」および「正常なメールとして扱
う」
• 迷惑メールフィルタ画面
• モバイル版の「迷惑メール」ボタンおよび「迷惑メール」フォルダ
• スマートフォン版のメール操作メニューの「迷惑メール登録」および「迷惑メール」フォルダ

	 迷惑メールフィルタ機能を使用する場合は、迷惑メール箱を非表示にしないでください。

共有メールボックスを表示する
メール受信画面に共有メールボックスを表示するか否かを設定します。「表示する」に設定すると、ユー
ザ画面に以下のフォルダや機能が追加されます。詳細は、『Chapter 4 共有メールボックスの設定』をご
参照ください。
• メールフォルダ一覧の「共有メールボックス」および配下のフォルダ
• メール操作メニューの「共有メールボックスへ移動」と「共有メールボックスへコピー」
• メール設定のメール操作メニュー設定項目の「共有メールボックスへ移動」と「共有メールボックスへ
コピー」
• フォルダ管理画面の共有メールボックス配下のフォルダ

	 共有メールボックスを「表示する」に設定されていても、サーバ上に共有メールボックスが存在しない場
合は、これらの機能は無効になります。

	 Active!	mail では、共有メールボックスのACL	(Access	Control	List）は関知しておりません。ユーザが全
ての操作を許可されているものとして動作します。

メールボックス使用量（Quota）の表示
メールボックスのディスク使用量をメールホーム画面に表示するか否かを設定します。この機能を利用す
る場合には、「Quota値の取得方法」が適切に設定されている必要があります。

	 Active!	mail	6.50より、メールホームに表示されるQuota 値の算出方法が変更になりました。1k=1024と
し、実際の値により近い数値を表示できるようにするためです。そのため、6.50より前のバージョンから
6.50 以降にアップグレードすると表示されるQuota 値がアップグレード前と異なる場合がありますが、実
際に使用できる容量は以前と同じです（表示上の数値だけが異なります）。
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Quota値の取得方法
メールボックス使用量の取得方法を指定します。「IMAP（GETQUOTAROOT INBOX）」を指定した場合
には、「GETQUOTAROOT INBOX」というコマンドを使用して IMAPサービスから取得します。「IMAP 
（GETQUOTA ""）」を指定した場合には、「GETQUOTA ""」というコマンドを使用して IMAPサービスか
ら取得します（IMAPサービスが「GETQUOTAROOT INBOX」というコマンドに対応していない場合は、
こちらを指定してください）。「SYSTEM」を指定した場合には、AMMANAGERを経由して、ファイルシ
ステムから取得します（「quota -v ユーザ ID」というUNIXコマンドにより、 ファイルシステムから値が
取得できる環境で、かつAMMANAGERの設定が正しく行われている場合にのみ利用可能です）。

	 IMAP サーバにDovecot	IMAP	Serverを使用している場合、Active!	mail からは storage の値を取得して
表示します。dovecot.conf に必ず「storage=」を設定してください。
dovecot.conf設定例：
quota = maildir:storage=51200:messages=2000000 

Quota警告の表示
ログイン時に、メールボックス使用量に応じて警告メッセージを表示する機能を有効にするか否かを設
定します。この機能を利用する場合には、「Quota値の取得方法」が適切に設定されている必要があり
ます。警告メッセージの表示には、警告レベル1、警告レベル2という2段階の警告レベル（しきい値）
があります。警告レベル2には、警告レベル1よりも大きな値を指定します。警告レベルの設定値により、
以下のような警告メッセージが表示されます。

メールボックス使用量 n（％） <= 警告レベル1（％） の場合：
 警告メッセージは表示されません。

警告レベル1（％） < メールボックス使用量 n（％） <= 警告レベル2（％） の場合：
 「ディスク使用量が [警告レベル1]％を越えています。不要なメールを削除してください。」

警告レベル2（％） < メールボックス使用量 n（％）<= メールボックス使用量 100（％）の場合：
 「ディスク使用量が [警告レベル2]％を越えています。不要なメールを削除してください。」

100％ < メールボックス使用量 n（％）の場合：
 「ディスク使用量が 100%に達しています。不要なメールを削除してください。」

すべてのフォルダを購読済とみなす
すべてのフォルダを購読済みとみなすか否か設定します。「有効」を指定すると、IMAP の LIST コマンド
で得た結果をすべて購読済みとみなします。ただし、「.」（ドット）で始まるメールボックスは常に無視さ
れます。また、設定が「有効」の場合は、ユーザ画面の「フォルダ管理」から「購読する」「購読しない」
というメニューが表示されなくなります。

特殊メールボックスを表示する (mbox)
mboxという名称のフォルダを表示するか否か設定します。「有効」を指定した場合、ユーザにmbox
というフォルダ名の作成を許可し、また、ユーザ画面のフォルダ一覧やフォルダ管理にも表示されるよ
うになります。「無効」を指定すると、mboxという名称のフォルダ作成は禁止されます。Active! mail
以外のメールソフトでフォルダを作成した場合など、既にmboxというフォルダが存在する場合でも、
Active! mail上ではそのフォルダは非表示になり、移動や名称変更などの操作も禁止されます。

	 特殊メールボックスの表示を無効にした場合、「購読しない」ではなくフォルダ自体が非表示になります。
メール受信画面で非表示になるだけではなく、ユーザの「フォルダ管理」画面にも表示されません。
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 ●必須設定／送信サーバ設定
「送信サーバ設定」では、Active! mail からのメール送信に使用する SMTP サービスに関する設定を行います
（画面 2-12）。

画面 2-12 管理者インタフェース「ドメインの編集（必須設定／送信サーバ設定）」

SMTPサーバ
SMTPサービスのホスト名または IPアドレスを指定します。

SMTPポート
SMTPサービスのポート番号を指定します。

SMTP認証
SMTP認証を行うか否かを設定します。「有効」を指定すると、メール送信時 SMTP認証を行います。
「無効」を指定すると、SMTP認証は行われません。SMTP認証は、CRAM-MD5認証 , LOGIN認証 , 
PLAIN認証に対応しています。この設定を「有効」にした場合、PC版、モバイル版およびスマートフォ
ン版のメール送信時に SMTP認証が行われますが、転送機能では SMTP認証は行われません。

	 SMTP 認証には、IMAPのログイン IDとパスワードを使用します。その他の任意アカウントでの認証には
対応しておりません。

監査用メールアドレス
ユーザが送信したメールのコピーを、ここで指定されたメールアドレスに強制的に送信します。送信メー
ルのヘッダには、このアドレスは付加されません。指定可能なメールアドレスは 1つまでです。

	 ここで設定したメールアドレスへの送信に失敗した場合、ユーザの画面にエラーメッセージが表示された
り、ユーザ宛てに送信失敗の旨のエラーメールが届く可能性があります。この設定は、あくまで簡易的な
同報配信機能を実現するものです。より本格的な監査等の目的で全ての送信メールを収集したい場合に
は、同報配信設定やアーカイブの仕組みをMTA側で用意して頂くことをお勧めします。

メール送信間隔制限
メールを送信後、一定時間同じユーザからの送信を禁止するか否か設定します。送信を制限する時間を
秒で指定してください（最大 999秒）。初期値は 0（制限なし）です。
0以外の値を指定した場合、ユーザがメールを送信後、制限時間内にメールを送信しようとするとエラー
となり、制限されている旨をメッセージで表示します。このメッセージに、制限されている時間を表示す
るか否か設定することができます。制限されている時間を表示する場合は、「メール送信間隔制限時 送
信間隔表示」で設定してください。

メール送信間隔制限時 送信間隔表示
「メール送信間隔制限」でメールの送信に制限をかけている場合のエラーメッセージに、制限されてい
る時間を表示するか否か設定します。「有効」を設定すると、「メール送信間隔制限」で指定している時
間がメッセージ内に表示されます。初期値は「無効」です。
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 ●必須設定／AMMANAGER設定
「AMMANAGER 設定」では、メールサーバモジュールに含まれる AMMANAGER と Active! mail が連
携するための設定を行います（画面 2-13）。メール転送機能、ファイルシステムからのメールボックス使用量取得
を伴う機能のどちらも使用しない場合には、設定の必要はありません。また、使用する場合には、メールサーバ
モジュールが正しくインストールされ、AMMANAGER が起動している必要があります。

画面 2-13 管理者インタフェース「ドメインの編集（必須設定／AMMANAGER設定）」

AMMANAGERの使用
AMMANAGER の使用可否を設定します。AMMANAGER を使用する場合は、AMMANAGER との通
信に必要な設定も併せて行う必要があります。

AMMANAGERサーバ
AMMANAGERのホスト名または IPアドレスを指定します。

AMMANAGERポート
AMMANAGERのポート番号を指定します。

AMMANAGERへのログイン ID
AMMANAGERと通信を開始する際に、Active! mail が内部的に使用する認証用 IDを指定します。

AMMANAGERへのログインパスワード
AMMANAGERと通信を開始する際に、Active! mail が内部的に使用する認証用パスワードを指定しま
す。
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 ●拡張設定／ユーザインタフェース設定
「ユーザインタフェース設定」では、ユーザ画面のデザインや表示方法に関する設定を行います（画面 2-14）。

画面 2-14 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／ユーザインタフェース設定）」

デフォルトの表示画面の色
ユーザ画面のデフォルトカラーを指定します。ここで指定するカラーは、「ユーザが選択できる表示画面
の色」に含まれている必要があります。

ユーザが選択できる表示画面の色
エンドユーザが選択可能なカラーセットを設定します。必ず 1色以上を選択してください。「デフォルトの
表示画面の色」で指定したデフォルトカラーが含まれている必要があります。「カスタムカラー」を選択
すると、エンドユーザが自由に色を設定することができます。「カスタムカラー」のみを選択することは
できません。
なお、選択可能なカラーが 1色のみの場合、ユーザの「一般設定」画面で、カラー選択の設定項目が
表示されなくなります。ユーザ画面では、「デフォルトの表示画面の色」で選択した色が初期値となります。

ログイン後の画面
ログイン直後に表示する画面を設定します。「ユーザ設定」の場合には、ユーザの「一般設定」画面に
設定項目が表示され、ログイン後にどのページを表示するかをユーザ設定に委ねます。この場合、ユー
ザ画面では「メールホーム」が初期値となります。

電子メールアドレス表示
メールアドレスの表示／非表示を設定します。ユーザのメールアドレスをActive! mailの画面上に表示さ
せたくない場合には、無効を選択してください。

情報ウィンドウ表示
情報ウィンドウの表示／非表示を設定します。「無効」に指定すると、ユーザ画面下部の情報ウィンドウ
および時刻、ロゴが非表示になります。

	「拡張設定／アクティビティ設定」の「未読メールの自動確認機能」を「ユーザ設定」にする場合は、こ
の機能を「有効」にしてください。

システム情報ビューア表示
メールボックス使用量などのシステム情報を表示する機能を使用するか設定します。「有効」を指定する
と、ユーザ画面の「ヘルプ」ボタンの左にシステム情報ビューアを表示するためのボタンが追加されます。
ファイル管理オプションをご利用の場合は、ファイル管理機能のディスク使用量も表示することができま
す。また、その場合、ユーザの「ファイル管理設定」画面に、ディスク使用量をファイル管理画面内に表
示する設定項目が追加されます。表示される内容の詳細は、『コラム：システム情報ビューアに表示され
る項目』をご参照ください。
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一覧の表示件数
ユーザの「メール受信」、「アドレス帳」の各画面の一覧表示に適用されます。「上限 1000」および「上限
なし」に設定すると、動作が著しく遅くなる場合があります。
ファイル管理オプションをご利用の場合は、「ファイル管理」画面の一覧表示にも適用されます。
上限値により、ユーザ画面に表示される選択肢が以下のように変化します。

上限 100
10件、20件、50件、100件

上限 1000
10件、20件、50件、100件、200件、500件、1000件

上限なし
10件、20件、50件、100件、200件、500件、1000件、すべて

メール作成画面のウィンドウサイズ記憶
ユーザが「メール作成」画面のウィンドウサイズを変更した時に、そのサイズを記憶するか指定します。「有
効」を指定すると、ユーザの「メール設定」画面に設定項目が追加されます。「有効」の場合のユーザ設
定のデフォルトを合わせて指定します。「無効」を指定すると、毎回 Active! mailのデフォルトサイズで
開きます。

	 ユーザが「送信」「下書き保存」「ログアウト」を行うと、ウィンドウサイズをユーザ設定ファイルに保存し、
次回以降の「メール作成」画面に適用されます。また、ユーザが「破棄」を行った場合はブラウザのみに
ウィンドウサイズが保持されています。そのため、「ログアウト」せずにブラウザを閉じる等の操作を行う
と設定を正しく記憶できない場合があります。

コラム :システム情報ビューアに表示される項目

システム情報ビューア内に表示される項目は、管理者設定により変動します。

メールアドレス
電子メールアドレス表示（ENABLE_DISPLAYEMAIL）が「有効」の場合に、メールアドレスを表示しま
す。

時刻設定
ユーザの「タイムゾーン」設定に合わせて現在時刻とタイムゾーンを表示します。

ユーザエージェント
ユーザが使用しているユーザエージェント（ブラウザ）名称とバージョン、OSの種類を表示します。

ディスク使用量
メールボックス：メールボックス使用量 (Quota)の表示（ENABLE_QUOTA）が「有効」の場合に、
使用量を表示します。
ファイル管理：ファイル管理オプションを利用中の場合にファイル管理機能の使用量を表示します。

サーバ負荷状況
サーバ負荷状況を10段階のグラフで表示します。
システム情報ビューアを開いた時点での負荷状況です。開いたままにしている場合は、自動更新され
ません。
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 ●拡張設定／アクティビティ設定
「アクティビティ設定」は、Active! mail の主要機能のうち、使用するか否かを切り替えることができるものをま
とめた画面です（画面 2-15-1、画面 2-15-2 および画面 2-15-3）。上位または下位の設定項目が存在し、使用す
るか否かだけを単純に設定できない機能に関しては、この画面からは設定変更できませんので、他の「設定カテ
ゴリ」をご参照ください。

画面 2-15-1 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／アクティビティ設定）」
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画面 2-15-2 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／アクティビティ設定）」
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画面 2-15-3 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／アクティビティ設定）」

メールホーム表示
メールホーム画面を使用するか否かを設定します。「無効」を指定すると、Active! mailメインメニュー
の〈メールホーム〉タブが表示されなくなります。



41

2
2.4 

ド
メ
イ
ン
設
定

ログイン・ログアウト情報の表示
ログイン・ログアウト情報をメールホーム画面に表示するか否かを設定します。有効にする場合
は、IPアドレスを表示するか否かを選ぶことができます。表示される IPアドレスは、CGI環境変数 
「X_FORWARDED_FOR」が設定されている場合は「X_FORWARDED_FOR」から取得した値になり
ます。「X_FORWARDED_FOR」に複数の値が格納されている場合は、最初の値が表示されます。「X_
FORWARDED_FOR」が設定されていない場合は、「REMOTE_ADDR」から取得した値になります。

	 CGI環境変数「X_FORWARDED_FOR」を使用する場合は、別途設定が必要です。詳細は、"Active! 
mailインストールマニュアル "『2.1インストール前の確認』の「Webサーバの準備」から「Active! mail 
が特別に参照する CGI 環境変数」にある「Web Proxyによる負荷分散を使用していて、Web Proxyが
X-Forwarded-Forヘッダに接続元 IPアドレスを付与する構成の場合」をご参照ください。

スケジューラ機能
スケジューラ機能を使用するかどうかを設定します。「無効」を指定すると、Active! mailメインメニュー
の〈スケジューラ〉タブ、「メールホーム」画面の「今週のスケジュール」、情報ウィンドウの「今日のスケジュー
ル」はすべて表示されなくなります。

フォルダの新規作成 /削除 
ユーザにメールフォルダの新規作成および削除を許可するか否か設定します。無効に設定すると、メー
ルフォルダの新規作成 /削除 /移動 /名前の変更ができなくなり、ユーザ画面から関連するボタン類が
非表示になります。

ログイン時にメールフォルダ一覧を更新する機能
ユーザが Active! mailにログインする度にフォルダ一覧を最新の状態に更新するか否か設定します。「有
効」を指定すると、メールサーバ上のフォルダをすべて取得してからユーザ画面に表示します。「無効」
を指定すると、Active! mailのメールキャッシュからフォルダ一覧を構成してユーザ画面に表示します。
「ユーザが設定する（デフォルトは on）」と「ユーザが設定する（デフォルトは o�）」は、ユーザの「一般
設定」画面に設定項目が表示されます。

	 ログイン時にメールフォルダ一覧を更新しない場合、メールキャッシュに他のメールソフトで作成したフォ
ルダが存在せず、「メール受信」画面にそのフォルダが表示されない等の問題が発生する可能性がありま
す。その場合は、「フォルダ管理」画面を表示することによりメールフォルダ一覧が更新されます。

	ログイン時にメールフォルダ一覧を更新する場合、お使いの環境やユーザが作成したフォルダ数により、ロ
グイン時の処理に時間がかかる場合があります。その場合は、「無効」に設定してください。

新着メール通知機能（メールホーム）
PC版メールホームおよびモバイル版メニュー画面に「新着メール件数」を表示するか否かを設定します。

	 	受信サーバの種類や構成によっては、新着メールの有無や件数を正しく取得できません。その場合には、
「無効」に設定してご使用ください。

新着メール自動通知機能
ログイン中にサーバに新着メールがあった場合に通知するか否かを設定します。「有効」を指定すると、
定期的にサーバに確認を行い、新着メールがあった場合はユーザに通知します。また、「有効」の場合
はユーザの「メール設定」画面に通知方法の設定項目が表示されます。
サーバに確認する間隔は、「自動確認間隔」で指定します。

	 	受信サーバの種類や構成によっては、新着メールの有無を正しく取得できません。その場合には、「無効」
にしてご使用ください。

	新着通知状態は、メール一覧が更新されるまで継続します。

ログアウト時にごみ箱を空にする機能
ログアウト時にごみ箱を空にする機能を使用するか否かを設定します。「有効」を指定すると、強制的に
適用されます。「ユーザ設定」の場合には、ユーザの「一般設定」画面に設定項目が表示され、ユーザ
が選択できるようになります。この場合、ユーザ画面では「無効（チェックボックスOFF）」が初期値と
なります。 

未読メールの自動確認機能
未読メールの自動確認機能全般を有効にするか否かを設定します。この設定項目は、Active! mailの
「情報ウィンドウ」の表示内容に影響します。お使いの IMAPサービスが未読数確認 (IMAPコマンド
「STATUS」）に非常に長時間を要する種類の場合、「無効」または「ユーザ設定」を指定してください。「ユー
ザ設定」の場合、ユーザの「一般設定」画面に、使用可否を設定する項目が表示されます。この場合、ユー
ザ画面では「有効（チェックボックスON）」が初期値となります。
「有効」または「ユーザ設定」を指定した場合には、「自動確認間隔」を設定してください。この間隔は
管理者のみ指定可能で、ユーザが個別に変更することはできません。

	 この機能を「無効」にする場合は、「拡張設定／メール受信設定」の「メールフォルダ一覧での未読数自
動更新機能」も「無効」に指定してください。

	この機能を「ユーザ設定」にする場合は、「拡張設定／ユーザインタフェース設定」の「情報ウィンドウ表
示」を「有効」にしてください。
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	「拡張設定／メール受信設定」の「メールフォルダ一覧での未読メール数の表示機能」もあわせてご確認
ください。

HTMLメール送信機能
HTMLメール送信機能を使用するか否かを設定します。「有効」を指定すると、ユーザの「メール設定」
画面に「メール送信形式」の設定項目が表示されるとともに、「メール作成」画面にメール形式を選択
するラジオボタンが表示されます。「メール送信形式」の初期値は、「プレーンテキスト形式をデフォルト
にする」です。「無効」を指定した場合は、プレーンテキスト形式のみとなります。

HTMLメール作成時の [Enter]キーの扱い
HTMLメール作成時の本文および署名欄での、HTMLエディタの [Enter]キーの動作を設定します。各
設定値に対応するキーの動作は以下の表の通りです。「ユーザ設定」を指定すると、ユーザの「メール設
定」画面に設定項目が追加されます。ユーザ設定の初期値は「段落にする」です。

管理者設定 [Enter]キー Shift+[Enter]キー
段落にする 段落 <p> 改行 <br>
改行にする 改行 <br> 段落 <p>
ユーザ設定 ユーザがどちらかを選択

	「署名管理」画面のHTML エディタにも適用されます。

スペルチェックウィンドウ表示機能
メール作成中に、本文のスペルチェック結果を表示する機能を使用するか否かを設定します。「有効」を
指定すると、ユーザ画面に〈スペルチェック〉ボタンが追加されます。ボタンをクリックすると、スペル
チェック結果が別ウィンドウで表示されます。

返信メール ヘッダ付加機能
メールの返信時に、元メールの引用文の前にメールヘッダを付加するか否か指定します。次のいずれか
ひとつを指定してください。

off（使用しない）
引用文の前にメールヘッダを付加しません。

min（From/Dateを付加）
引用文の前に、元メールの「送信者」と「送信日時」の情報を付加します。

max（Subject/From/Date/To/Ccを付加）
引用文の前に、元メールの「件名」「送信者」「送信日時」「宛先」「Cc」の情報を付加します。

ユーザ設定（デフォルト：off）
メールヘッダを付加するかどうか、ユーザの「メール設定」画面に設定項目を表示します。ユーザ
設定のデフォルトは「o�」です。

ユーザ設定（デフォルト：min）
メールヘッダを付加するかどうか、ユーザの「メール設定」画面に設定項目を表示します。ユーザ
設定のデフォルトは「min」です。

ユーザ設定（デフォルト：max）
メールヘッダを付加するかどうか、ユーザの「メール設定」画面に設定項目を表示します。ユーザ
設定のデフォルトは「max」です。

開封確認通知 受信機能
開封確認通知要求のあるメールを受信した際の動作を指定します。「有効（無条件で開封通知メールを
送り返す）」、「有効（メール開封時に選択する）」、「無効」、「ユーザ設定」から選択してください。
「ユーザ設定」を選択すると、ユーザの「メール設定」画面に設定項目が表示されます。この場合、ユー
ザ画面の初期値は「メール開封時に選択する」となります。

	「有効（無条件で開封通知メールを送り返す）」を選択すると、メール開封時にユーザへの確認メッセージ
は表示されません。

	 Active!	mail モバイル版およびスマートフォン版をご利用の際は、「有効（無条件で開封通知メールを送り
返す）」または、ユーザ設定で「無条件で開封通知メールを送り返す」に設定した場合のみ、開封確認通
知メールが送信されます。詳細は下表をご参照ください。

管理者設定
ユーザ設定

Active! mail

有効
（無条件で開
封通知メール
を送り返す）

有効
（メール開封時
に選択する）

無効 ユーザ設定

無条件で開封
通知メールを
送り返す

メール開封時
に選択する

常に開封通知
メールを送ら
ない

PC版 ○ △ × ○ △ ×
モバイル版 ○ × × ○ × ×
スマートフォン版 ○ × × ○ × ×
○：開封確認通知を送信　△：ユーザ依存　×：開封確認通知を送信しない
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開封確認通知 送信機能 
開封確認通知要求つきのメールを送信する際の動作を指定します。「有効（全ての送信メールで開封確認
要求をする）」、「有効（送信画面にチェックボックスを表示 on）」、「有効（送信画面にチェックボックスを
表示 o�）」、「無効」から選択してください。

	「有効（全ての送信メールで開封確認要求をする）」を選択すると、メール送信画面にはチェックボックス
は表示されません。

	 Active!	mail モバイル版およびスマートフォン版をご利用の際は、「有効（全ての送信メールで開封確認要
求をする）」に設定した場合のみ、開封確認通知要求つきのメールが送信されます。詳細は下表をご参照
ください。

管理者設定

Active! mail

有効
（全ての送信メールで開
封確認要求をする）

有効
（送信画面にチェック
ボックスを表示 on）

有効
（送信画面にチェック
ボックスを表示 off）

無効

PC版 ○ △ △ ×
モバイル版 ○ × × ×
スマートフォン版 ○ × × ×
○：開封確認通知を要求　△：ユーザ依存　×：開封確認通知を要求しない

メールプレビュー時の添付ファイルサイズ表示
メール作成の送信前プレビュー時に、添付ファイルのサイズを表示するか否かを設定します。初期値は「無
効」です。「有効」を指定すると、送信前プレビューに添付ファイルサイズが追加されます。この設定は、
PC版およびスマートフォン版に適用されます。

	 メールプレビュー時の添付ファイルサイズ表示を有効にすると、ファイルサイズの大きい添付ファイルがあ
るとサーバの負荷が高くなる場合があります。また、ユーザ画面のプレビュー表示に時間がかかる場合が
あります。

送信前強制プレビュー機能
メール送信の際、プレビューを強制させるか否かを設定します。設定が「有効」を指定すると、プレビュー
表示なしにメール送信することができなくなります。PC版およびスマートフォン版のユーザ画面に適用さ
れます。

Ccおよび Bccのみでのメール送信機能
メール送信の際、宛先（To）にアドレスを入力せず Ccおよび Bccのみでの送信を許可するか否かを設
定します。「有効」を指定すると、宛先（To）が未入力でもメールを送信できるようになります。メール
送信時に宛先（To）が未入力の場合は、ユーザ画面に確認メッセージが表示されます。

	「拡張設定／モバイル端末アクセス設定」の「メール送信時確認メッセージ表示」機能が「無効」の場合、
モバイル版では宛先（To）が未入力の時の確認メッセージが表示されません。〈送信〉を押すとすぐにメー
ルが送信されます。

宛先確認機能
メールの送信先（宛先 /Cc/Bcc）と添付ファイルの確認を必須にするか否かを設定します。「有効」を指
定すると、プレビュー画面で送信先および添付ファイルの先頭に間違いがないかを確認するためのチェッ
クボックスを表示し、全てのチェックボックスにチェックを入れるまで〈送信〉ボタンがクリックできなく
なります。さらに「一括チェック」を「有効」に指定すると、内部ドメインのアドレスにまとめてチェック
を入れるためのチェックボックスがユーザの「プレビュー」画面に表示されます。
チェックボックスの表示は、「必須設定／基本設定」の「内部ドメイン」および「準内部ドメイン」の設定
によって以下のように変化します。

内部ドメインと準内部ドメインのどちらも設定されていない場合
すべての送信先メールアドレスにチェックボックスが表示されます。添付ファイルには、チェックボッ
クスは表示されません。

内部ドメインまたは準内部ドメインが 1つ以上設定されている場合
すべての送信先メールアドレスにチェックボックスが表示されます。「一括チェック」が有効かつ送
信先に「内部ドメイン」で設定したドメインが含まれている場合は、プレビュー画面右上に「ハイ
ライトされていないドメイン宛のアドレスをチェックする」というチェックボックスが追加されます。
このチェックボックスにチェックを入れると、内部ドメインのメールアドレスに一括してチェックを
いれることができます。
送信先に外部ドメインか準内部ドメインのメールアドレスが含まれている場合のみ、添付ファイル
にも確認用のチェックボックスが表示されます。

	 宛先確認機能を「有効」にする場合は、必ず「送信前強制プレビュー機能」が「有効」である必要があり
ます。

入力補完機能
メール作成画面で送信先アドレス入力欄（宛先 /Cc/Bcc）に文字を直接入力した際に、「個人アドレス
帳」「グループ」「送信履歴」から入力候補を表示するかどうか設定します。「有効」「無効」「ユーザ設定」
のいずれかを指定してください。「ユーザ設定」を指定した場合のみ、ユーザの「メール設定」画面に設
定項目が表示されます。この場合、ユーザ画面では「宛先入力時に入力候補を表示する」が初期値とな
ります。
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	 この設定は、共有アドレス帳からの入力候補には影響しません。共有アドレス帳から入力候補を表示する
設定は、『拡張設定／共有アドレス帳設定』の「共有アドレス帳の入力補完機能」	をご参照ください。

Ccおよび Bccの自動挿入機能
メール作成 /返信 /転送時に、Ccや Bccに指定したメールアドレスを自動挿入する機能を使用するか否
か設定します。「有効」「無効」のいずれかを指定してください。「有効」を指定すると、ユーザの「メー
ル設定」画面に設定項目が表示されます。ユーザが自動挿入するアドレスを設定していると、そのメール
アドレスが挿入された状態で「メール作成」画面が開きます。

	 ファイル管理オプションをご利用の場合、「チケットメール作成」画面では自動挿入されません。

メール送信タイムアウト機能
ユーザがメール送信の操作を行った際にタイムアウト機能を使用するか否か設定します。「有効」「無効」
のいずれかを指定してください。「有効」を指定すると、〈送信〉ボタンをクリック後 60秒以内にサーバ
から応答がなかった場合にエラーメッセージを表示し、「メール作成」画面でロックされているボタンを
使用できるように復帰します。「無効」に指定すると、サーバからの応答があるまでボタンがロックされ
たままとなります。

	 タイムアウトが発生した場合でも、実際にメール送信が行われたかどうかは、通信状況やパケットが消失
した原因により異なります。

ファイル添付タイムアウト機能
ユーザが添付ファイルのアップロード操作を行った際にタイムアウト機能を使用するか否か設定します。
「有効」「無効」のいずれかを指定してください。「有効」に指定すると、〈アップロード〉ボタンをクリッ
ク後 60秒以内にサーバから応答がなかった場合にエラーメッセージを表示し、アップロードをキャンセ
ルします。また、メール作成画面でロックされているボタンを使用できるように復帰します。「無効」に
指定すると、サーバからの応答があるまでボタンがロックされたままとなります。

	 この設定は、メール作成画面の〈追加〉ボタンからファイルをアップロードした場合にのみ影響します。ド
ラッグアンドドロップによる添付ファイルアップロードには影響しません。

	タイムアウトが発生した場合でも、実際にアップロードが行われたかどうかは、通信状況やパケットが消
失した原因により異なります。アップロードのキャンセルは、「ファイルアップロードをキャンセルするリク
エスト」を行うことにより、ファイルを削除します。通信状況により、画面上では削除されているように見
えても実際は削除されていない場合があります。

A!m右クリックメニュー機能
ユーザ画面で、マウスの右クリックでActive! mailの操作メニューを表示するか否かを設定します。「有
効」に設定すると、ユーザ画面の「メール受信」のフォルダ一覧とメール一覧および「アドレス帳」のフォ
ルダ一覧とアドレス一覧で右クリックした時に、操作メニューが表示されるようになります。ファイル管理
オプションをご利用の場合は、「ファイル管理」のフォルダ一覧とファイル一覧でも右クリックメニューが
表示されます。「有効」「無効」の設定は全画面共通で、特定の画面だけ有効または無効にすることはで
きません。

	「有効」にすると、Active!	mail の右クリックメニューが表示される箇所では、ブラウザの右クリックメ
ニューは利用できません。

ドラッグアンドドロップによる添付ファイルアップロード機能
ユーザのメール作成画面で、ドラッグアンドドロップによる添付ファイルアップロードを許可するか否かを
設定します。「有効」の場合、エクスプローラなどから「メール作成」画面にファイルをドラッグアンドドロッ
プすることにより、アップロードできるようになります。対応しているブラウザでActive! mailを利用し
た場合のみ、この機能を利用できます。

	 対応しているブラウザは、Firefox、Safari、Chrome、Edgeおよび Internet	Explorer	10 以上です。Internet	
Explorer は互換表示が無効の	場合のみ利用できます。

ドラッグアンドドロップによるファイルアップロードサイズ
ドラッグアンドドロップによる添付ファイルアップロード機能が有効の場合に、読み込まれたファイル（バ
イナリデータ）をここで指定されたサイズに分割してアップロードします。
分割サイズを大きくするとサーバとの通信回数は減りますが、途中でデータの一部が失われたり、通信
が途中で止まる場合があります。また、モバイル接続の環境でご利用になる場合は、通信に問題が起き
る可能性がありますのでご注意ください。

添付ファイルサイズ制限
一通のメールに添付できるファイルサイズの上限を設定します。サイズは添付する前のファイルサイズで
カウントされます。また、添付転送時も対象となり、添付ファイルの合計サイズが制限値を超える場合は、
エラーメッセージが表示されます。モバイル版およびスマートフォン版も同じ制限が適用されます。

	 メールを転送する際にも適用されます。制限を超えるファイルが添付されたメールを転送しようとした場
合、PC 版とスマートフォン版では、添付ファイルを削除した状態でメール作成画面を開いた上でメッセー
ジを表示します。モバイル版では、メッセージを表示してから元のメール本文画面に戻ります。

	無制限を設定した場合でも、ドラッグアンドドロップでアップロードできる添付ファイルのサイズは、1ファ
イル最大100MBまでとなります。



45

2
2.4 

ド
メ
イ
ン
設
定

ログイン ID ヘッダ付与機能 
送信メールのヘッダに、Active! mailのログイン IDを付与するか否かを設定します。「有効」の場合、
Active! mailからメールを送信する際に「X-AMAUTHID」というヘッダが追加され、ユーザのログイン
IDを値として送信します。ヘッダを追加しない場合は、「無効」を指定してください。

個人アドレス帳重複登録機能
個人アドレス帳とその配下のフォルダに、同一のメールアドレスを重複登録を許可するか否か設定します。
「有効」にすると、同一のメールアドレスのアドレスデータを複数登録することができます。「無効」の場
合は、登録時に同一メールアドレスのチェックを行い、重複したデータは登録できなくなります。

	 運用中に「有効」から「無効」に設定を変更した場合は、重複して登録済みのアドレスデータはそのまま
残ります。編集も可能です。

	重複登録が「有効」に指定されていても、以下の場合に差分インポートを行うと該当アドレスデータの内
容が上書きされます。
• 個人アドレス帳とインポートするファイルの同一フォルダに同一のメールアドレスが存在する場合
• インポートするファイルの同一フォルダに同一のメールアドレスが重複して登録されている場合（あとか

ら読み込まれたデータで上書き）

メインウィンドウ破棄確認
Active! mailのメイン画面を開いているブラウザの「閉じる」ボタンをクリックした際に、確認メッセー
ジを表示するか否かを設定します。「有効」を指定すると、確認メッセージを表示します。「ユーザ設定」
を指定すると、ユーザの「一般設定」画面に設定項目が追加されます。ユーザ設定の初期値は「無効」
です。

メール作成破棄確認
メール作成画面を開いているブラウザの「閉じる」ボタンをクリックした際に、確認メッセージを表示す
るか否かを設定します。「有効」を指定すると、確認メッセージを表示します。「ユーザ設定」を指定すると、
ユーザの「メール設定」画面に設定項目が追加されます。ユーザ設定の初期値は「無効」です。

	「メインウィンドウ破棄確認」および「メール作成破棄確認」で表示される確認メッセージはブラウザの
標準機能を使用しています。そのため、お使いのブラウザによりメッセージの内容や表示方法が異なる場
合があります。

サーバ負荷状況表示機能
サーバの負荷状況を表示するか否かを設定します。「有効」を指定した場合、ユーザ画面に負荷状況イ
ンジケータが表示されます。「無効」を指定した場合、ユーザ画面には負荷状況インジケータが表示され
ません。「ユーザ設定」を指定した場合は、ユーザの「一般設定」画面に設定項目が表示されます。こ
の場合、ユーザ画面では「有効（チェックボックスON）」が初期値となります。

	 負荷状況インジケータは、情報ウィンドウとシステム情報ビューアに表示されます。「拡張設定／ユーザイ
ンタフェース設定」の「情報ウィンドウ表示」を「無効」にする場合は、サーバ負荷状況表示機能を「有
効」または「無効」にしてください。「情報ウィンドウ表示」と「システム情報ビューア表示」が両方とも
「無効」の場合は、負荷状況インジケータはユーザ画面には表示されません。

POPアカウント管理機能
Active! mailの「POPアカウント管理」画面を表示するか否かを指定します。ユーザの外部メールサー
バからの POP受信を許可しない場合には、「無効」に設定してください。

パスワード変更機能
パスワード変更画面を表示させるか否かを指定します。パスワード変更機能を正しく動作させるためには、
お客様環境に「パスワード変更用スクリプト」が用意されている必要があります。パスワード変更機能が
必要な場合には、ご利用のシステム環境に合わせて、「パスワード変更用スクリプト」をご用意ください。
Active! mail6.56以降でこのパスワード変更機能を使用する場合、変更するパスワードには「ユーザ ID
を含まない」「英単語と一致しない」という制限が適用されます。
パスワード変更ポリシーを設定される場合は、パスワード変更ポリシー項目で指定された制限に追加し
て上記の制限が適用されます。パスワード変更ポリシーについては、次項以降をご参照ください。

	 パスワード変更コマンドの実行中にps	コマンド等を使用すると、実行中のユーザのパスワードが見えてし
まう恐れがありますのでご注意ください。

	 Active!	mail のモジュール内には、「パスワード変更用スクリプト」のサンプルスクリプトが同梱されていま
す（サポート対象外）。

パスワード有効期間（単位：日）
パスワードの有効期間を指定します。前回のパスワード変更から有効期間経過後にユーザがログインす
ると、パスワード変更を促す画面に遷移します。パスワード有効期間を特に定めない場合には、"0"を
指定してください。パスワード有効期間設定時のユーザ画面については、『コラム :パスワード有効期間
を設定した場合のユーザ画面』をご参照ください。

パスワード変更ポリシー
パスワード変更時に制限するポリシーを設定します。「正規表現」または「詳細設定を行う」のいずれか
を指定します。初期値は「正規表現」です。「正規表現」を指定した場合は、「パスワード変更正規表現ルー
ル」入力欄に変更ルールを正規表現で指定してください。Active! mail 6.55.02以前のバージョンからアッ
プグレードした場合は、アップグレード直後は従来の「パスワード変更正規表現ルール」に指定されてい
た内容が反映されています。
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「詳細設定を行う」を指定した場合は、続く「パスワード変更ポリシー詳細 1」「パスワード変更ポリシー
詳細 2」で変更ルールを指定してください。ユーザが新しいパスワードとして入力した文字列がポリシー
に沿わない場合は、ユーザにエラーメッセージを表示し、パスワード変更は行われません。

パスワード変更正規表現ルール
「パスワード変更ポリシー」が「正規表現」に指定されている場合に、適用するルールを正規表現で設定
します。お客様のパスワードポリシーに合わせて、パスワードの長さや複雑さのルールを記述してください。
「パスワード変更ポリシー」が「詳細設定を行う」に指定されている場合は、ここで設定された正規表現
ルールは無効となります。

	 原則として、POSIX	1003.2	“Basic	Regular	Expression” に沿った正規表現を記述してください。

パスワード変更ポリシー詳細 1
パスワード変更ポリシーのうち、パスワードに含める文字の種類を指定します。「パスワード変更ポリシー」
が「詳細設定を行う」に指定されている場合のみ適用されます。初期値は「英大文字 /英小文字 /数字
/記号のうち 2種類以上含む」です。
文字の種類数だけを指定して内訳はユーザにまかせる場合は、「英大文字 /英小文字 /数字 /記号のうち」
を選択し、プルダウンで数を指定してください。例えば「2」種類以上含むとした場合、英大文字＋英小
文字、英小文字＋数字、英大文字＋記号などすべて有効なパスワードになります。
パスワードに含める文字の種類と数を指定する場合は、「最低 1文字以上含まれなければならない文字
の種類を指定して制限する」を選択し、チェックボックスで含める文字種を 2つ以上指定してください。

パスワード変更ポリシー詳細 2
パスワード変更ポリシーのうち、パスワードの最低文字数を指定します。初期値は「8」文字以上です。「パ
スワード変更ポリシー」が「詳細設定を行う」に指定されている場合のみ適用されます。
プルダウンでパスワードとして有効な文字数を指定してください。

パスワード変更時の旧パスワード入力禁止
パスワード変更時に、新しいパスワードとして現在のパスワードの使用を禁止するか否か設定します。初
期値は「有効」です。「有効」を指定すると、ユーザのパスワード変更時に「現在のパスワード」と「新し
いパスワード」に同じ内容が入力されるとエラーとし、変更が行われません。「無効」を指定すると、「現
在のパスワード」と「新しいパスワード」に同じ内容が入力されていてもパスワード変更が行われます。 

自動フィルタリング機能
「フィルタリング」機能について、新着メールを自動的にフィルタリングするかどうかを設定します。「有
効」を指定すると、ユーザが設定したルールに則って新着メールを自動的にフィルタリングします。「無効」
を指定すると、新着メールの自動フィルタリングは行われません。「ユーザ設定」を指定すると、ユーザ 
の「フィルタリング（振り分け）」画面に設定項目が表示されます。この場合、ユーザ画面の初期値は「無
効（チェックボックスOFF）」となります。 

フィルタリング転送機能
ユーザが設定した条件により新着メールを転送する機能を「有効」または「無効」に設定します。この
機能は、ユーザの「転送」画面に影響します。

	 フィルタリング転送機能を「有効」にした場合は、運用途中で「無効」に変更しないでください。

フィルタリング携帯転送機能
ユーザが設定した条件により新着メールをモバイル端末宛てに転送する機能を「有効」または「無効」
に設定します。この機能は通常の転送と異なり、「テキストまたは画像以外の添付ファイルの削除」等の
コンテンツ加工を行ったうえで電子メールを転送する機能です。この機能は、ユーザの「転送」画面に
影響します。

	 フィルタリング携帯転送機能を「有効」にした場合は、運用途中で「無効」に変更しないでください。

	携帯転送時に、メールヘッダの From等を書き換えるよう設定することができます。詳細は、“Active!	mail	
インストールマニュアル” の『5.5	AMMANAGER の設定』をご参照ください。

転送設定数上限
ユーザの「転送」画面で設定可能な転送ルールの上限を設定します。最大 9999まで設定できます。無
制限にするには、-1を指定します。
無制限以外の場合は、ユーザの設定した転送ルールが指定した数に達すると、「転送」画面の「新規作成」
ボタンが無効になります。

	 ammanager.cfg のMAX_ENTRYに設定された値以下で設定して下さい。

	ユーザ画面で「有効」に指定されている転送設定の設定数上限です。

転送元メール削除機能
転送設定によるメール転送後に、元のメールをサーバから削除する機能を使用するか否かを設定します。
この機能は、ユーザの「転送」画面に影響します。「無効」を指定すると元のメールはすべてサーバに残
ります。「ユーザ設定」を指定すると、ユーザの「転送」画面に設定項目が追加されます。この場合、ユー
ザ画面の初期値は「転送したメールをサーバに残す（チェックボックスON）」となります。
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	「AMMANAGER（amforward）⇔	.forward	または	.qmail	連携」の場合のみ適用されます。

	転送時に常にメールを残す仕様のメールサーバを使用されている場合には、この機能を「無効」にしてく
ださい。

	 Active!	mail	2003	から移行した環境の場合、Active!	mail	2003	での転送後のメールに関する設定値は移
行されませんので、全てActive!	mail	6	デフォルトの「元のメールをサーバに残す」になります。

	運用途中に管理者が「ユーザ設定」から「無効」に変更した場合、「元のメールをサーバに残さない」設
定にしていたユーザへ着信したメールのうち、転送設定に合致するメールはそれまで通りメールサーバか
ら削除され転送されます。これは、管理者が設定を変更しただけではユーザごとの転送設定が更新され
ないためです。該当ユーザが再設定すると転送設定が更新され、転送時にメールをメールサーバに残す
設定が有効となります。

	ユーザが「サーバにメールを残さない」に設定している場合、転送設定のアクションに関係なく全てのメー
ルがサーバから削除されます（転送条件に一致しなかったメールも含む）。メールの消失を防止するため、
「全てのメールを転送」が設定されている転送が1つ以上ある場合のみ、ユーザは「サーバにメールを残
さない」に設定することができます。

フィルタリング自動返信機能
ユーザが設定した条件により新着メールに自動返信を行う機能を「有効」または「無効」に設定します。
この機能は、ユーザの「転送」画面に影響します。

	 通常は、メールがサーバに届いた時点で自動返信メールが送信されます。自動返信を一定間隔で送信した
い場合は、AMMANAGER 側での設定が必要です。詳細は、"Active!	mail インストールマニュアル "『5.9	
フィルタリング自動返信の送信間隔を設定する』をご参照ください。

	フィルタリング自動返信機能を「有効」にした場合は、運用途中で「無効」に変更しないでください。

フィルタリング着信通知機能
ユーザが設定した条件により新着メールの着信通知を行う機能を「有効」または「無効」に設定します。
この機能は、ユーザの「転送」画面に影響します。

	 フィルタリング着信通知機能を「有効」にした場合は、運用途中で「無効」に変更しないでください。

Active! hunter連携
Active! hunter との連携機能を設定します。利用するには、別途 Active! hunterが必要です。
詳細は、『Active! hunter連携マニュアル』をご参照ください。

	 この機能を使用する場合は、「迷惑メールフィルタ機能」を「無効」にしてください。

迷惑メールフィルタ機能
「迷惑メールフィルタ」機能を使用するか否かを指定します。「無効」に設定するとユーザの「迷惑メール
フィルタ」画面が表示されなくなります。

	 この機能を使用する場合は、「Active!	hunter 連携」を「無効」にしてください。

	この機能を使用する場合は、迷惑メール箱を非表示にしないでください。

Active! gate連携
Active! gateとの連携機能を設定します。利用するには、別途 Active! gateが必要です。
詳細は、『Active! gate連携マニュアル』をご参照ください。
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コラム :パスワード有効期間を設定した場合のユーザ画面

パスワード有効期間を設定した場合、有効期間を過ぎてからユーザがログインしようとすると、〈ログイン〉ボ
タン押下後に、以下のようなパスワード変更を促すウィンドウが表示されます。ユーザが新旧パスワードを入力
し〈OK〉ボタンをクリックすると、パスワード変更とログイン処理が行われ、Active! mail のメイン画面に遷
移します。

	 パスワードを一度も変更していない場合は、「最後にパスワードを変更した日時」に初回ログイン日時が
表示されます。
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 ●拡張設定／メール受信設定
「メール受信設定」では、Active! mail のメール受信画面上の詳細機能についての設定を行います（画面 2-16-1
および画面 2-16-2）。Active! mail の通常のメール受信設定の他、管理者が設定可能な「管理者 POP 設定」
に関する設定もこの画面から行います。後述の『管理者 POP 設定に関する他の注意事項』も合わせて参照くだ
さい。

画面 2-16-1 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／メール受信設定）」
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画面 2-16-2 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／メール受信設定）」

添付ファイルのインライン表示機能
受信したメールにテキストファイルまたは画像ファイルが添付されていた場合、これを本文表示エリアに
展開して表示するか否かを設定します。「有効」を指定すると、添付されたすべてのテキストファイルと画
像ファイルを本文エリアに展開して表示します。セキュリティポリシー等により添付ファイルを自動的に展
開したくない場合は、「無効」を指定してください。「ユーザ設定」を指定した場合は、ユーザの「メール
設定」画面に設定項目が表示されます。この場合、ユーザ画面では 2項目ともに「有効（チェックボック
スON）」が初期値となります。

添付ファイルプレビュー（PC版）
PC版で添付ファイルをテキスト変換して表示する機能の使用可否を指定します。デフォルトは「無効」
です。「有効」にすると、ユーザの「メール本文」画面に「プレビュー」というリンクが追加されます。
対応しているファイルの形式は、「.doc」「.docx」「.xls」「.xlsx」「.ppt」「.pptx」「.pdf」「.txt」「.htm」「.html」
です。

	「拡張設定／アップロード・ダウンロード制御」で [	メール受信 ]	添付ファイルダウンロード（PC 版）が「無
効」でも、「添付ファイルプレビュー」が「有効」になっている場合は、プレビューのみ可能です。

	添付ファイルプレビューを利用するには、libTextConv	が正しくインストールされている必要があります。
詳細は、『Active!	mail	インストールマニュアル』をご参照ください。

HTMLメールのインライン表示機能 
受信したメールが HTMLメールの場合、これを本文表示エリアに展開して表示するか否かを設定します。
「有効」を指定すると、すべての HTMLメールを本文表示エリアに展開して表示します。セキュリティポ
リシー等によりHTMLメールを自動的に展開したくない場合は、「無効」を選択してください。「ユーザ
設定」を指定した場合は、ユーザの「メール設定」画面に設定項目が表示されます。この場合、ユーザ
画面では「無効（チェックボックスOFF）」が初期値となります。 

	 HTML メールをインライン表示にした場合、別ウィンドウで表示する場合と比較してレイアウトが完全に
再現されない場合があります。

メール本文での URLリンクの表示機能
受信したメールの本文にURL や <\\ と > で囲まれた文字列（UNCパス）が記述されていた場合に、リ
ンクとして表示するか否かを設定します。セキュリティポリシー等により、すべての URLを自動的にリン
ク表示することを避けたい場合には「無効」を指定します。この設定は、Active! mailモバイル版とスマー
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トフォン版にも反映されます。ただし、 <\\ と > で囲まれた文字列については、モバイル版とスマートフォ
ン版では設定に関わらずリンクとして表示されません。なお、メールアドレスのリンクを無効にする機能
はありません（本文中のメールアドレスのリンクは、mailtoプロトコルとして外部アプリケーションに対し
てリンクを行うのではなく、「メール作成」画面を呼び出すためのハンドルとして表示しており、URLリン
クのような外部の URLを直接参照する場合とは性格が異なるためです）。

	 HTML メール内に条件に当てはまる文字列があっても、HTML メールのインライン表示および HTML メー
ル表示画面で表示した場合は、リンクになりません。また、該当の文字列にHTML メール上で別のハイ
パーリンクが指定されている場合は、指定されたURLへのリンクとなります。

	ディレクトリ名やファイル名に「#」等の記号が含まれている場合、お使いのブラウザにより参照先が正し
く開けない場合があります。
	 Internet	ExplorerとMicrosoft	Edgeで<\\と>によって囲まれている文字列をリンクとして機能させるに
は、Internet	ExplorerのインターネットオプションでActive!	mailのドメインを「信頼済みサイト」に登録し
て頂く必要があります。「信頼済みサイト」の設定変更後は必ずブラウザを再起動してください。Microsoft	
Edge をお使いの場合も、設定は Internet	Explorerで行う必要があります。

	 但し、Active!	mail のドメインを「信頼済みサイト」に登録すると、Internet	Explorerで「メール作成」画面
や別ウィンドウでメールを表示した時にタイトルバーに件名が表示されなくなることが確認されています。
	リンクとして表示された文字列をクリックした際の動作は、お使いのブラウザにより異なります。

メールフォルダ一覧での未読メール数の表示機能
メール受信画面のメールフォルダ一覧表示部に、未読メール数を表示するか否かを設定します。「有効」
を指定すると、メールフォルダ一覧でフォルダ名の右に未読数が表示されます。ご使用の IMAPサービ
スが未読数確認（IMAPコマンド「STATUS」）に非常に長時間を要する種類の場合、「無効」または「ユー
ザ設定」を指定してください。「ユーザ設定」を指定すると、ユーザの「メール設定」画面に設定項目が
表示されます。この場合、ユーザ画面では「有効（チェックボックスON）」が初期値となります。

	 ご使用のIMAPサービスの状態によりこの機能を制限する場合には、「拡張設定／アクティビティ設定」の
「未読メールの自動確認機能」も合わせてご確認ください。

未読メール数の差分管理機能
ログイン時のみメールフォルダ内の未読メール数を取得し、ログイン中は Active! mail上で差分だけを
管理する機能です。ログイン中は未読メール数を更新するためのメールサーバへの確認が行われないた
め、メールサーバの負荷を軽減することができます。但し、ログイン中に以下の操作を行った場合はメー
ルサーバへの確認を行います。
• メールフォルダの作成、削除、移動、名称変更
• 「フォルダ管理」画面の表示
• ブラウザの更新ボタンが押されたとき

	 複数のブラウザでActive!	mail に同時にログインしたり、Active!	mail 以外のメールソフトを同時に使用
する場合は、この機能を「無効」にしてください。「有効」にすると、未読メール数が正しく表示できなく
なります。

	 dovecot サーバでの sieve による振り分け処理など、Active!	mail 以外の振り分け機能を使用している環
境ではこの機能を「無効」にしてください。「有効」にすると、未読メール数が正しく表示できなくなりま
す。

	「受信箱選択時の未読数更新機能」が「有効」の場合は、この機能を「有効」にすることはできません。

未読メール数の合算表示機能
「メールフォルダ一覧での未読メール数の表示機能」が「有効」（ユーザ設定での有効を含む）の場合に、
下位フォルダの未読メール数を表示するか否か設定します。「有効」にすると、下位フォルダに未読メー
ルが存在する場合に、対象フォルダ内の未読メール数＋ [x]の形で表示されます。

未読数更新ボタン表示
ユーザ画面に、フォルダ内の未読メール数を更新するボタンを表示するか否か設定します。「有効」の場
合、ユーザの「メール受信」画面のフォルダ一覧下部に〈未読数更新〉ボタンが表示されます。

	 この機能を「有効」にするには、「メールフォルダ一覧での未読メール数の表示機能」が「有効」または
「ユーザ設定」である必要があります。また、「メールフォルダ一覧での未読メール数の表示機能」が「ユー
ザ設定」の場合は、ユーザの「メール設定」画面で「未読数表示」が「有効」になっている場合のみボタ
ンが表示されます。

メールフォルダ一覧での未読数自動更新機能
「メール受信」画面のメールフォルダ一覧表示部の未読メール数を自動更新するか否かを設定します。

	 この機能を「有効」にするには、「拡張設定／アクティビティ設定」の「未読メールの自動確認機能」が
「有効」である必要があります。

	 メールフォルダ一覧に大量のフォルダが存在する場合、未読メール数の自動更新に時間がかかることがあ
ります。
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メールフォルダ一覧でのフォルダ自動展開機能
メールフォルダ一覧で未読数が更新された時に、子階層のフォルダに未読メールがある場合にフォルダ
を展開するか否かを設定します。「有効」にすると、未読メールのあるすべてのフォルダを展開します。「無
効」に指定すると、未読メールがあっても展開しません。

	 メールフォルダ一覧に大量のフォルダが存在する場合、自動展開に時間がかかることがあります。

受信箱選択時の未読数更新機能
受信箱のメール一覧が更新されたときに、すべてのフォルダの未読メール数を更新するか否かを設定し
ます。「有効」にすると、受信箱のメール一覧が更新される度にすべてのフォルダの未読メール数も取得し、
更新します。

	 受信箱のメール一覧が更新されるのは、ユーザが以下の操作を行ったときなどです。
•  受信箱が選択されたとき（すでに受信箱が選択されているときにフォルダ一覧で受信箱をクリックした 
 場合を除く）
•  受信箱を選択中に〈更新〉ボタンをクリック

引用転送時のヘッダ引用
メールの引用転送時、「件名」「日付」「送信者」「宛先」等を引用するか否かを設定します。「有効」にすると、
メールの引用転送時に各内容がメール作成画面の本文に引用されます。

添付ファイル削除機能
メールから添付ファイルだけを削除する機能を使用するか否かを設定します。機能を使用する場合は「有
効」を指定し、「添付ファイル削除コマンド」欄にコマンドのパスを指定してください。「有効」にすると、
ユーザ画面のメール操作メニューに「添付ファイル削除」が追加されます。
コマンドの詳細は、『5.2添付ファイルの削除』をご参照ください。

削除元メールをごみ箱に移動する
添付ファイル削除機能が有効な場合に、添付ファイル削除実行後の元のメールの処理を指定しま
す。「有効」を指定すると、元のメールはごみ箱に移動されます。「無効」を指定すると、元のメー
ルはサーバから削除されます。

	 	「無効」にすると、元のメールがすぐに削除されます。「無効」にする場合はご注意ください。

POPの自動取得機能
ユーザが「POPアカウント管理」画面で設定したアカウントのメールを、自動的に受信するか否かを設定
します。「有効」を指定すると、すべての POPアカウントのメールを自動的に受信します。「無効」を指
定すると自動受信はせず、ユーザが手動で「POP受信」を行う必要があります。「ユーザ設定」を指定し
た場合は、ユーザの「POPアカウント管理」画面内のアカウント新規作成および編集画面に設定項目が
表示されます。この場合、ユーザ画面では「無効（チェックボックスOFF）」が初期値となります。 
自動受信するタイミングは、次の「POPの自動取得方法」で設定できます。

POPの自動取得方法
「POPの自動取得機能」が有効な場合の、POP受信を行うタイミングを指定します。「ログイン時に自
動で取得する」を選択した場合、ログイン後、初回メール一覧参照時に POP受信を行います。「メール
一覧表示時に自動で取得する」を選択した場合、メール一覧表示時に、毎回 POP受信を行います。

POP受信モード
POP受信で使用するモードを指定します。「POP受信に TOPを使用する」または「POP受信にUIDL
を使用する」のいずれかを指定してください。この設定は、POP受信後にサーバにメールを残す場合の
Active! mailの動作に影響します。

	 通常は、「POP 受信に TOPを使用する」を指定してください。この設定は、ユーザが設定したPOP 受信
と管理者 POP 受信の両方に影響します。

	運用途中での設定変更はできません。

迷惑メールヘッダ 1
特定のメールヘッダを持つメールを迷惑メールとして扱う設定を行います。「ヘッダ項目名」または「ヘッ
ダ項目名 : 値」の形式で指定します。値は正規表現で指定してください。

迷惑メールヘッダ 2
特定のメールヘッダを持つメールを迷惑メールとして扱う設定を行います。「ヘッダ項目名」または「ヘッ
ダ項目名 : 値」の形式で指定します。値は正規表現で指定してください。

迷惑メールヘッダ 3
特定のメールヘッダを持つメールを迷惑メールとして扱う設定を行います。「ヘッダ項目名」または「ヘッ
ダ項目名 : 値」の形式で指定します。値は正規表現で指定してください。

	 指定された値でメールヘッダの完全一致検索を行い、該当するヘッダが見つからなかった場合は前方一致
検索を行います。
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管理者 POP設定
管理者設定による POP受信を使用するか否かを設定します。「有効」にすると、自動で管理者設定によ
る POP受信を行います。

	 管理者 POP 設定は、ドメイン内のすべてのユーザに適用されます。

管理者 POP設定 ログイン ID
管理者 POP設定で使用する POPサーバへのログイン IDを指定します。「A!mログイン ID」「IMAPロ
グイン ID」「E-mailアドレス」「サーバマップコマンド」から選択してください。各設定で使用される ID
は以下の通りです。

A!m ログイン ID
ユーザが Active! mailにログインした際に入力した ID

IMAP ログイン ID
ユーザの IMAP認証用 ID

E-mail アドレス
ユーザの E-mailアドレス

サーバマップコマンド
サーバマップコマンドが返した「EXTRA_POP_RECV_AUTHID」の値
servermap_ldapを使用する場合は、『必須設定／ LDAPユーザアカウント管理設定』をご参照
ください。

管理者 POP設定 ログインパスワード
管理者POP設定で使用するPOPサーバへのログインパスワードを指定します。「A!mログインパスワード」
「IMAPログインパスワード」「サーバマップコマンド」から選択してください。各設定で使用されるパスワー
ドは以下の通りです。

A!m ログインパスワード
ユーザが Active! mailにログインした際に入力したパスワード

IMAP ログインパスワード
ユーザの IMAP認証用パスワード

サーバマップコマンド
サーバマップコマンドが返した「EXTRA_POP_RECV_PASSWD」の値
servermap_ldapを使用する場合は、『必須設定／ LDAPユーザアカウント管理設定』をご参照
ください。

管理者 POP設定 プロトコル
管理者 POP設定で使用するプロトコルを指定します。「POP3」または「APOP」から選択してください。

管理者 POP設定 ホスト
管理者 POP設定で使用する POPサーバのホスト（サーバ名）を指定します。

管理者 POP設定 ポート番号
管理者 POP設定で使用する POPサーバにアクセスするポート番号を指定します。1～ 65535の範囲内
の整数で指定してください。

管理者 POP設定 ダウンロード済みメールの自動削除
管理者 POP設定で受信したメールを、自動的にサーバから削除するか否かを指定します。「有効」にす
ると、受信後に POPサーバからメールを削除します。

管理者 POP設定 ダウンロード限度
管理者 POP設定で一度に受信するメールの上限を指定します。「1000通」または「無制限」から選択
してください。「1000通」に設定すると、サーバ上に未受信のメールが 1001通以上ある場合、1000
通受信した時点で中断され、1000通を超えるメールはサーバに残ります。サーバに残ったメールは、次
回のメール一覧更新時に続きを受信します。

	「無制限」を選択した場合、POP サーバに大量のメールが存在するとダウンロードに時間がかかり、タイ
ムアウトで通信が切断される可能性があります。大きな理由がない限りは「1000 通」に設定することをお
勧めします。

管理者 POP設定 受信時のメッセージ表示
管理者 POP設定によるメール受信時のステータスメッセージをユーザ画面に表示するか否かを指定しま
す。「有効」を指定すると、POP受信成功時は受信した件数、POP受信失敗時はエラーメッセージが表
示されます。「無効」を指定すると、ユーザ画面には POP受信にかかわるメッセージを一切表示しません。

	「無効」を指定した場合、ユーザが設定したPOP 受信が行われた際のメッセージも表示されなくなります。

	モバイル版およびスマートフォン版では、「有効」に指定されていても管理者 POP 受信時のエラーメッセー
ジは表示されません。
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 □管理者 POP設定に関する他の注意事項

• 管理者 POP 設定によるメール受信は、以下のタイミングで行われます。 
 （1）メールホーム画面を表示したとき（PC 版） 
 （2）メール受信画面でメール一覧を更新したとき（PC 版） 
 （3）メニューを表示したとき（モバイル版） 
 （4）メール受信画面に遷移したとき（モバイル版） 
 （5）ログイン直後（スマートフォン版） 
 （6）メール一覧で〈更新〉ボタンをタップしたとき（スマートフォン版） 
 （7）メール操作によってメール一覧の情報が更新されたとき（スマートフォン版） 
 （8）指定メールボックス内メール一覧取得 API に extra_pop_recv パラメータを付加して実行した 
         とき（API）

 「新着メール通知機能（メールホーム）[ENABLE_MAIL_RECENT]」を有効にしている場合は、（1）
および（3）で取得したメールも新着メール数として計上されます。但し、その時点で新規取得したメー
ルだけが対象です。

 （1）（3）および（5）で管理者 POP 受信に失敗した場合、エラー内容はユーザ画面に表示されません。
警告レベルでログファイルに出力されます。

 （2）で「受信箱」以外のフォルダを選択した場合および「受信箱」以外を表示中に〈更新〉〈未読数更
新〉ボタンを押した場合は、管理者 POP 受信は行われません。

 （8）で extra_pop_recv パラメータが付加されていても、管理者インタフェースで管理者 POP 設定が
無効に設定されている場合は、管理者POP受信は行われません。APIの詳細は、"外部公開インタフェー
ス資料 "『4.3 API の機能』をご参照ください。

• 管理者 POP 設定とユーザ設定の POP アカウントがある場合は、先に管理者 POP 設定による受信が
行われ、続けてユーザが設定した POP アカウントによる受信を行います。管理者 POP 設定の受信タ
イミングを変更することはできません。

• 管理者 POP 設定による受信でエラーが発生した場合、ユーザ画面にエラーメッセージを表示して POP
受信操作を終了します（モバイル版とスマートフォン版ではエラーメッセージは表示されません）。その
場合、ユーザ設定の POP 受信は行われません。

• 管理者POP設定でダウンロードされたメールは、全て「受信箱（INBOX）」に保存されます。ダウンロー
ド先フォルダを変更することはできません。

• 管理者 POP 設定ダウンロード限度が「1000 通」で POP サーバ上に未受信のメールが 1001 通以上
ある場合、1000 通受信した時点で中断され、1000 通を超えるメールはサーバに残ります（ユーザ画
面にメッセージが表示されます）。その場合、ユーザ設定の POP アカウントからの受信は行われません。
次回メール一覧更新時に続きを受信後、管理者 POP 設定のサーバから未受信のメールがなくなった時
に、続けてユーザ設定の POP 受信を行います。

 ●拡張設定／ユーザプロフィール設定
「ユーザプロフィール設定」では、Active! mail の「ツール」画面上の基本機能についての設定を行います（画
面 2-17）。

画面 2-17 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／ユーザプロフィール設定）」

プロフィールの最大登録件数
ユーザ 1人あたりが登録可能なプロフィールの最大数を指定します。この機能は、ユーザの「プロフィー
ル管理」画面に影響します。最大まで登録済みの場合は、ユーザ画面の〈新規作成〉ボタンが無効にな
ります。
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署名の最大登録件数
ユーザ 1人あたりが登録可能な署名の最大数を指定します。この機能は、ユーザの「署名管理」画面に
影響します。最大まで登録済みの場合は、ユーザ画面の〈新規作成〉ボタンが無効になります。

Fromアドレスの編集機能
ユーザが From アドレスを任意に変更できる機能を「有効」または「無効」で指定します。差出人を詐
称する目的で使用できてしまう可能性がありますので、通常は「無効」を指定してください。「有効」が
指定されている場合は、ユーザの「新規プロフィール」および「プロフィール編集」画面と「モバイル設定」
画面に入力欄が追加されます。

Senderアドレスの編集機能
ユーザが Senderアドレスを任意に変更できる機能を「有効」または「無効」で指定します。この機能の
用途としては「Fromアドレスを上司に設定し、部下（Sender）が代理送信を行う」といったケースを想
定していますが、差出人を詐称する目的で使用できてしまう可能性がありますので、通常は「無効」を指
定してください。「有効」が指定されている場合は、ユーザの「新規プロフィール」および「プロフィール
編集」画面に入力欄が追加されます。

Reply-Toアドレスの編集機能【6.57新機能の関連項目】
ユーザが Reply-Toアドレスを任意に変更できる機能を「有効」または「無効」で指定します。「有効」
が指定されている場合は、ユーザの「新規プロフィール」および「プロフィール編集」画面と「モバイル
設定」画面に入力欄が追加されます。
また、この機能が「有効」に指定されている場合は、「メール作成」画面で送信前プレビュー時に
Reply-toに設定されているアドレスを表示します。但し、ユーザのプロフィール設定で Reply-toが設定
されているプロフィールがひとつも存在しない場合は、プレビュー画面に Reply-toは表示されません。

 ●拡張設定／モバイル端末アクセス設定
「モバイル端末アクセス設定」では、ユーザの「モバイル設定」画面およびモバイルアクセス時の機能についての
設定を行います（画面 2-18）。

画面 2-18 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／モバイル端末アクセス設定）」

モバイル端末アクセス機能
Active! mailモバイル版の利用可否を設定します。この設定が「無効」の場合、ユーザの「モバイル設定」
画面が非表示となるほか、モバイル版へのログインがすべて拒否されます。

モバイル標準プロトコル
Active! mailモバイル版で使用するプロトコルまたは URLを指定します。Active! mailモバイル版のデ
フォルトURLで使用する場合は、HTTPとHTTPSのどちらを標準 URLとしてユーザに通知するかを指
定します。デフォルトURL以外の任意の URLを通知する場合は、「URL指定」にチェックし、下の欄に
URLを入力してください。この設定は、ユーザの「モバイル設定」画面内の「モバイルアクセスURL」の
表示に影響します。
URLには、下記の置換文字列が使用できます。

置換文字列 置換される値
$AM_AUTHID; AMログイン画面で入力された ID
$AM_SECID; AMドメインセクション ID 
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モバイル専用パスワード
モバイル版専用のパスワード機能（モバイルパスワード機能）の使用可否を設定します。エンドユーザは、
独自のモバイルパスワードを設定することで、モバイル版のみ「数字のみ」のような簡単なパスワードで
ログインが行えるようになります。簡単なパスワードでのログイン許可は、セキュリティレベルを低下さ
せることに繋がりますので、この機能が必要な場合にのみ「有効」にしてください。

モバイル専用パスワードの最低桁数
モバイル専用パスワードを使用する場合の最低桁数を設定します。設定した桁数を下回る場合には、エ
ラーメッセージが表示されます。 

添付ファイルプレビュー
モバイル版で添付ファイルをテキスト変換して表示する機能の使用可否を指定します。「有効」にすると、
ユーザの「メール本文」画面に「プレビュー」というリンクが追加されます。
対応しているファイルの形式は、「.doc」「.docx」「.xls」「.xlsx」「.ppt」「.pptx」「.pdf」「.txt」「.htm」「.html」
です。

	「拡張設定／アップロード・ダウンロード制御」で [メール受信 ]	添付ファイルダウンロード（モバイル版）
が「無効」でも、「添付ファイルプレビュー」が「有効」になっている場合は、プレビューのみ可能です。

	添付ファイルプレビューを利用するには、libTextConv	が正しくインストールされている必要があります。
詳細は、『Active!	mail	インストールマニュアル』をご参照ください。

メール送信時確認メッセージ表示
モバイル版で「メール作成」画面の〈送信〉ボタンを押したあとに、確認メッセージを表示するか否か
設定します。「有効」を指定すると、ユーザが「メール作成」画面の〈送信〉ボタンを押すと確認メッセー
ジが表示されます。確認メッセージでさらに〈送信〉ボタンを押すと、実際にメールが送信されます。「無
効」を指定した場合は、「メール作成」画面で〈送信〉ボタンが押されるとすぐにメールが送信されます。

	「メール送信時確認メッセージ表示」が適用されるのはモバイル版のみです。

	「メール送信時確認メッセージ表示」が「無効」の場合、「拡張設定／アクティビティ設定」の「Cc およ
び Bcc のみでのメール送信機能」の宛先（To）が未入力の時の確認メッセージはモバイル版では表示さ
れません。〈送信〉ボタンを押すとすぐにメールが送信されます。	

 ●拡張設定／スマートフォン端末アクセス設定 
「スマートフォン端末アクセス設定」では、ユーザの「スマートフォン設定」画面およびスマートフォンアクセス時
の機能についての設定を行います（画面 2-19）。

画面 2-19 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／スマートフォン端末アクセス設定）」

スマートフォン端末アクセス機能
Active! mailスマートフォン版の利用可否を設定します。「有効」を指定すると、スマートフォン版へのロ
グインが許可され、ユーザの「ツール」画面に「スマートフォン設定」が表示されます。「無効」を指定す
ると、スマートフォン版へのログインがすべて拒否されます。

	「スマートフォン端末アクセス機能」が利用可能な状態でユーザの「スマートフォン設定」画面を非表示に
したい場合は、以下のように設定してください。
• 「スマートフォン端末アクセス機能」を「有効」にする
• 「スマートフォン標準プロトコル」を「URL 指定」にした上で URL を空にする

スマートフォン標準プロトコル
Active! mailスマートフォン版で使用するプロトコルまたはURL を指定します。Active! mailスマートフォ
ン版のデフォルトURLで使用する場合は、HTTPとHTTPS のどちらを標準 URL としてユーザに通知す
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るかを指定します。デフォルトURL 以外の任意の URL を通知する場合は、「URL 指定」にチェックし、
下の欄にURL を入力してください。この設定は、ユーザの「スマートフォン設定」画面内の「スマートフォ
ンアクセス」の表示に影響します。
URL には、下記の置換文字列が使用できます。

置換文字列 置換される値
$AM_AUTHID; AMログイン画面で入力された ID
$AM_SECID; AMドメインセクション ID 

	『コラム : スマートフォンアクセスに表示されるURLの内容』（P.58）も合わせてお読み下さい。

添付ファイルプレビュー（スマートフォン版）
スマートフォン版で添付ファイルをテキスト変換して表示する機能の使用可否を指定します。「有効」にす
ると、「メール本文」画面で添付ファイル名をタップした時に「プレビュー」というメニューが表示されます。
対応しているファイルの形式は、「.doc」「.docx」「.xls」「.xlsx」「.ppt」「.pptx」「.pdf」「.txt」「.htm」「.html」
です。

	「拡張設定／アップロード・ダウンロード制御」で [メール受信 ]	添付ファイルダウンロード（スマートフォ
ン版）が「無効」でも、「添付ファイルプレビュー」が「有効」になっている場合は、プレビューのみ可能
です。

	添付ファイルプレビューを利用するには、libTextConv	が正しくインストールされている必要があります。
詳細は、『Active!	mail	インストールマニュアル』をご参照ください。

	「システム設定	-	全体設定」の「アプリケーション設定」にもスマートフォン版に関連する項目があります。
詳細は、『2.3システム設定	-	全体設定』をご参照ください。

 ●拡張設定／共有アドレス帳設定
「共有アドレス帳設定」では、共有アドレス帳の使用可否を設定できます（画面 2-20）。共有アドレス帳データの
登録は、管理者インタフェース内の「運用管理 – 共有アドレス帳管理」メニューから行えます。

画面 2-20 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／共有アドレス帳設定）」

共有アドレス帳機能
共有アドレス帳の利用可否を設定します。共有アドレス帳のデータそのものは、全ドメイン共通となって
いますが、これを使用するか否かについては、ドメイン毎に設定可能です。

共有アドレス帳の入力補完機能
メール作成画面での入力補完で共有アドレス帳を対象とするか否かを設定します。使用したい場合には
「有効」を、使用したくない場合には「無効」を指定してください。共有アドレス帳項目が多い場合、こ
の機能を「有効」にすると、メール作成画面表示時の動作が遅くなる可能性があります。この場合には、
「無効」を選択してください。

	 この設定は、共有アドレス帳以外からの入力候補には影響しません。個人アドレス帳、グループ、送信履
歴から入力候補を表示する設定は、『拡張設定／アクティビティ設定』の「入力補完機能」	をご参照くだ
さい。
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コラム :スマートフォンアクセスに表示されるURLの内容

ユーザの「スマートフォン設定」画面にある「スマートフォンアクセス」に表示される URL および〈メール作
成画面から送信〉をクリックしたときに「メール作成」画面に表示される URL は、「スマートフォン標準プロ
トコル」の設定により以下のように決定されます。

※ [URL_BINROOT]と [CGI_SLOGIN_NAME]には、それぞれ system.cfgの各項目の値が入ります。

1. 「スマートフォン標準プロトコル」が http に設定されている場合
「スマートフォン設定」画面では、ユーザ ID とドメインセクション ID を付与した URL を出力します。
「メール作成」画面では URL の ? 以降を出力しません。

「スマートフォン設定」画面での表示
http://[Webサーバ名][ポート番号][URL_BINROOT][CGI_SLOGIN_NAME]?userid=[ユーザID] 
&secid=[ドメインセクションID]&

「メール作成」画面での表示
http://[Webサーバ名][ポート番号][URL_BINROOT][CGI_SLOGIN_NAME]

2. 「スマートフォン標準プロトコル」が httpsに設定されている場合
「スマートフォン設定」画面では、ユーザ ID とドメインセクション ID を付与した URL を出力します。
「メール作成」画面では URL の ? 以降を出力しません。

「スマートフォン設定」画面での表示
https://[Webサーバ名][ポート番号][URL_BINROOT][CGI_SLOGIN_NAME]?userid=[ユーザID] 
&secid=[ドメインセクションID]&

メール作成画面での表示
https://[Webサーバ名][ポート番号][URL_BINROOT][CGI_SLOGIN_NAME]

3. 「スマートフォン標準プロトコル」が urlに設定されている場合
スマートフォン標準プロトコル欄で指定された URL（SMART_SET_URL）を出力します。但し、指
定された URL 中に置き換え文字列が存在する場合は、「メール作成」画面では置き換え文字列の値
を除いて出力します。SMART_SET_URL が空の場合は、ユーザの「スマートフォン設定」画面が非
表示になります。

対象となる置き換え文字列
$AM_AUTHID;
$AM_SECID;

SMART_SET_URLの設定例
http://webmail.example.com/am_bin/slogin?userid=$AM_AUTHID;&secid=$AM_SECID;

ユーザ ID：test001, ドメインセクション ID：defaultでログインしたユーザの場合
「スマートフォン設定」画面での表示
http://webmail.example.com/am_bin/slogin?userid=test001&secid=default

「メール作成」画面での表示
http://webmail.example.com/am_bin/slogin?userid=&secid=
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 ●拡張設定／アップロード・ダウンロード制御
「アップロード・ダウンロード制御」では、ユーザデータのアップロード・ダウンロードに関して設定することがで
きます（画面 2-21）。

画面 2-21 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／アップロード・ダウンロード制御）」

[メール受信 ] ソース表示
「メール受信」画面でのソース表示機能を「有効」または「無効」に設定します。「無効」にすると、「メー
ル受信」画面で〈ソース表示〉メニューが表示されなくなります。
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[メール受信 ] ソース保存
「メール受信」画面でのソース保存機能を「有効」または「無効」に設定します。「無効」にすると、「メー
ル受信」画面で〈ソース保存〉メニューが表示されなくなります。

[メール受信 ] ソース保存  受信メール一括ダウンロード
「メール受信」画面で複数のメールを ZIP圧縮して一括ダウンロードする機能を「有効」または「無効」
に設定します。デフォルトは「無効」です。「有効」にすると、ユーザ画面のメール操作メニューに「一括
ダウンロード」が追加されます。「[メール受信 ] ソース保存」が有効の場合のみ、この機能を利用できます。

最大ダウンロードファイルサイズ
受信メールの一括ダウンロードでダウンロードできるファイルサイズの最大値を設定します。数値
と単位（K/M/G）で指定してください。デフォルトは 10MBです。無制限にするには、0を指定し
てください。この設定で制限されるのは、ZIP圧縮前のメールの合計サイズです。また、制限さ
れるのは一括ダウンロード時のみで、〈ソース保存〉メニューで 1通ずつダウンロードする場合には
影響しません。

	 受信メール一括ダウンロード実行時は、ユーザの一時ファイルディレクトリに ZIPファイルを生成します。
最大ダウンロードサイズが大きいと、一時ファイルディレクトリのディスク領域を消費する可能性がありま
すのでご注意ください。この時保存された ZIPファイルは、ダウンロード終了後または am_cron.sh によ
り削除されます。

[メール受信 ] テキスト保存
「メール受信」画面でのテキスト保存機能を「有効」または「無効」に設定します。「無効」にすると、「メー
ル受信」画面で〈テキスト保存〉メニューが表示されなくなります。

[メール受信 ] 添付ファイルダウンロード（PC版）
PC版「メール受信」画面での添付ファイルダウンロード機能を「有効」または「無効」に設定します。「無
効」にすると、「メール受信」画面で添付ファイルのダウンロードができなくなります。

	 添付ファイル名をクリックしてのダウンロードはできませんが、ユーザが「添付された画像をインライン表
示する」「添付されたテキストをインライン表示する」設定にしていた場合は添付ファイルがインライン表
示されます。

[メール受信 ] 添付ファイルダウンロード  添付ファイル一括ダウンロード
PC版「メール受信」画面での添付ファイル一括ダウンロード機能を「有効」または「無効」に設定します。
デフォルトは「有効」です。「有効」にすると、複数の添付ファイルを ZIP形式で圧縮したファイルをダウ
ンロードできます。ユーザ画面で複数の添付ファイルがあるメールを表示したときに〈一括ダウンロード〉
ボタンが表示されます。「無効」にすると、添付ファイルの一括ダウンロードができなくなります。「[メー
ル受信 ]添付ファイルダウンロード（PC版）」が「有効」の場合のみ、この機能を利用できます。

最大ダウンロードファイルサイズ
添付ファイルの一括ダウンロード機能でダウンロードできるファイルサイズの最大値を設定します。
数値と単位（K/M/G）で指定してください。デフォルトは 10MBです。無制限にするには、0を指
定してください。また、各添付ファイルサイズの合計で制限されます（zip圧縮後のファイルサイズ
ではありません）。この設定で制限されるのは一括ダウンロード機能使用時のみで、1ファイルず
つダウンロードする場合には影響しません。

	 ファイルサイズが大きいとダウンロードに時間がかかりタイムアウトが発生しやすくなります。最大値を大
きくする場合は、Apache の Timeout 値を長めに設定してください。

	一括ダウンロード実行時は、ユーザの一時ファイルディレクトリに ZIPファイルが保存されます。最大ダウ
ンロードサイズが大きいと、一時ファイルディレクトリのディスク領域を消費する可能性がありますのでご
注意ください。この時生成された ZIPファイルは、ダウンロード終了後または am_cron.sh により削除さ
れます。

[メール受信 ] 添付ファイルダウンロード（モバイル版）
モバイル版「メール受信」画面での添付ファイルダウンロード機能を「有効」または「無効」に設定します。
「無効」にすると、モバイル版「メール受信」画面で添付ファイルのダウンロードができなくなります。

	 [ メール受信 ]	添付ファイルダウンロード（モバイル版）が「無効」でも、「拡張設定／モバイル端末アクセ
ス設定」で添付ファイルプレビューが「有効」になっている場合は、モバイル版でのプレビューが可能で
す。

[メール受信 ] 添付ファイルダウンロード（スマートフォン版）
スマートフォン版「メール受信」画面での添付ファイルダウンロード機能を「有効」または「無効」に設定
します。「無効」にすると、スマートフォン版「メール受信」画面で添付ファイルのダウンロードができな
くなります。

	 [ メール受信 ]	添付ファイルダウンロード（スマートフォン版）が「無効」でも、「拡張設定／スマートフォン
端末アクセス設定」で添付ファイルプレビューが「有効」になっている場合は、スマートフォン版でのプレ
ビューが可能です。

[メール作成 ] 添付ファイルダウンロード
「メール作成」画面での添付ファイルダウンロード機能を「有効」または「無効」に設定します。「有効」
にすると、「メール作成」画面での添付ファイルのダウンロードが可能になります。
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	「メール受信」画面での添付ファイルダウンロード設定が優先されます。この設定が「有効」に指定され
ていても、各インタフェースごとの「メール受信」画面での添付ファイルダウンロードが「無効」の場合は
ダウンロードできません。詳細は、下表をご参照ください。

[メール作成 ] 添付ファイルダウンロード
有効 無効

[メール受信 ] 添付ファイルダ
ウンロード（PC版）

有効 ○ ×
無効 × ×

[メール受信 ] 添付ファイルダ
ウンロード（モバイル版）

有効 ○ ×
無効 × ×

[メール受信 ] 添付ファイルダ
ウンロード（スマートフォン版）

有効 ○ ×
無効 × ×

[アドレス帳 ] インポート
「アドレス帳」画面でのインポート機能を「有効」または「無効」に設定します。「無効」にすると、「ア
ドレス帳」画面で〈差分インポート〉〈一括インポート〉メニューが表示されなくなります。

[アドレス帳 ] エクスポート
「アドレス帳」画面でのエクスポート機能を「有効」または「無効」に設定します。「無効」にすると、「ア
ドレス帳」画面で〈一括エクスポート〉メニューが表示されなくなります。

[一般設定 ] データのインポート／エクスポート形式
ユーザの「一般設定」画面にある「データのインポート／エクスポート形式」の設定項目を表示（有効）
または非表示（無効）に設定します。

	 この設定では、ユーザの「一般設定」画面に設定項目を表示するか否かだけを決定します。「無効」を指
定するとユーザの「一般設定」画面に設定項目は表示されませんが、デフォルトが選択されているのと
同じ状態でデータをインポート／エクスポートすることは可能です。「データのインポート／エクスポート形
式」のユーザ画面でのデフォルトは Excel2003互換 XML 形式です（固定）。データのインポート／エクス
ポート機能そのものを無効化する場合は、この「拡張設定／アップロード・ダウンロード制御」内の各設
定で指定してください。

	管理者インタフェースのデータのインポート／エクスポート形式は、『2.3システム設定	-	全体設定』の「管
理者設定」をご参照ください。

[フォルダ管理 ] インポート
「フォルダ管理」画面でのインポート機能を「有効」または「無効」に設定します。「無効」にすると、ユー
ザの「フォルダ管理」画面で〈インポート〉ボタンが表示されなくなります。

ZIPファイルインポート
「フォルダ管理」画面からのインポートに emlファイルを ZIP圧縮したファイルを許可するかどう
か指定します。デフォルトは「無効」です。「有効」にすると、サーバ上で ZIPファイルを展開し、
格納されている emlファイルをインポートします。「[フォルダ管理 ] インポート」が「有効」の場
合のみ、ZIPファイルインポートを使用することができます。

	 	 ZIP ファイルインポート実行時は、ユーザの一時ファイルディレクトリに ZIPファイルの内容が展開
されます。一時ファイルディレクトリのディスク領域を消費する可能性がありますのでご注意くださ
い。この時展開されたファイルは、インポート終了後または am_cron.sh により削除されます。

	 	インポートするZIPファイルに大量のメールが含まれる場合や、極端に大きなサイズのメールが含ま
れる場合、Active!	mail の処理に高負荷がかかることがあります。その場合、同一サーバのActive!	
mail を利用しているユーザが以下のような影響を受ける場合があります。
• 意図しないログアウトが発生する
• ログイン認証ができない
• 管理者画面にログインできない

[フォルダ管理 ] インポートサイズの制限
「フォルダ管理」画面でインポートできるファイルサイズの上限を「100MB」または「無制限」に設定し
ます。「100MB」に設定すると、100MBを超えるサイズのファイルはインポートできなくなります。 ZIPファ
イルインポート時にも適用されます。

[フォルダ管理 ] エクスポート
「フォルダ管理」画面でのエクスポート機能を「有効」または「無効」に設定します。「無効」にすると、ユー
ザの「フォルダ管理」画面で〈エクスポート〉ボタンが表示されなくなります。

ZIPファイルエクスポート
「フォルダ管理」画面からのエクスポートに ZIP圧縮した emlファイルを許可するかどうか指定し
ます。デフォルトは「無効」です。「有効」にすると、ユーザ画面に ZIPファイルエクスポートを使
用する設定項目が追加されます。ユーザがその設定を有効にすると、サーバ上でフォルダ内のメー
ル（eml形式）を圧縮し、ZIPファイルとしてエクスポートします。「[フォルダ管理 ] エクスポート」
が「有効」の場合のみ、ZIPファイルエクスポートを使用することが出来ます。「[フォルダ管理 ]エ
クスポートサイズの制限」項目で、ZIPファイルエクスポート時のファイルサイズの上限を指定でき
ます。
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	 	 ZIP ファイルエクスポート実行時は、ユーザの一時ファイルディレクトリに ZIPファイルが生成され
ます。「[フォルダ管理 ]	エクスポートサイズの制限」が大きいと、一時ファイルディレクトリのディ
スク領域を消費する可能性がありますのでご注意ください。この時生成された ZIPファイルは、エ
クスポート終了後または am_cron.sh により削除されます。

[フォルダ管理 ] エクスポートサイズの制限
「ZIPファイルエクスポート」が「有効」の場合に、エクスポートするファイルの上限を指定します。数値と
単位（K/M/G）で指定してください。デフォルトは 10MBです。無制限にするには、0を指定してください。
ZIP圧縮前のメールの合計サイズで制限されます。ZIP圧縮をしない通常のエクスポートでは、この制限
は適用されません。

	「[ フォルダ管理 ]	エクスポートサイズの制限」で制限されるのは、ZIP圧縮前のメールの合計サイズです。
ZIP圧縮後のサイズではありません。

ダウンロードファイル名の出力形式
添付ファイルダウンロード時に Active! mailが出力するHTTPヘッダの Content-Disposition形式を指
定します。「標準」または「IE7互換モード」のいずれかを選択してください。デフォルトは「IE7互換モー
ド」です。「IE7互換モード」を指定すると、IE6と IE7利用時に限り出力形式が変わります。
IE6および IE７で添付ファイルをダウンロードした時の動作は、この設定により概ね以下のように変わり
ます。IE8以上や IE以外のブラウザを利用した場合は、どちらの設定でも問題は発生しません。

標準
• 外国語（英語を除く）のファイル名が正しく保存できるようになります。
• 長い日本語ファイル名を持つファイルが、ブラウザの「開く」から直接開けない場合があります。
（特に Microsoft Excel ファイルの場合に顕著）

IE7互換モード
• 長い日本語ファイル名を持つファイルが、ブラウザの「開く」から開けるようになります。
• 8bit の HTTP ヘッダの扱いに不備がある場合（IIS のリバースプロキシを使用した場合等）、

IE6, IE7 でファイル名が文字化けします。

	 アップグレードの場合は、以下を参考にしてダウンロードファイル名の出力形式を選択してください。
• Acitve! mail 6.52.03 までと同じ形式にする：IE7 互換モード
• Active! mail 6.53（修正パッチなし）と同じ形式にする：標準モード
• Active! mail 6.53（修正パッチ適用済み）と同じ形式にする：IE7 互換モード

	 Active!	mail	6.53（修正パッチ適用済み）から6.54.02 以降へアップグレードする際は、"Active!	mail	イ
ンストールマニュアル "『新機能・仕様変更によるアップグレード時の注意点』の「Active!	mail	6.53	修正
パッチ適用済み環境でのApache	の設定変更」もお読みください。

 ●拡張設定／ポータル連携機能設定
「ポータル連携機能設定」では、ポータル連携機能に関して設定することができます（画面 2-22）。ポータル連
携機能とは、Active! mail と同一ドメイン内で動作する他の Web サービス（ポータルサービス）と連携する機
能です。

画面 2-22 管理者インタフェース「ドメインの編集（拡張設定／ポータル連携機能設定）」

API機能
API機能を利用するか否かを設定します。「無効」にすると、全ての API機能を利用できなくなります。
API機能についての詳細は、『外部公開インタフェース資料』をご参照ください。

 ●拡張設定／Shibboleth 認証機能設定
Shibboleth 認証機能設定については、『Shibboleth 認証対応導入手順書』をご参照ください。
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2.5 
システム設定 - バックアップ／復元

「バックアップ／復元」では、アプリケーション全体に関する設定ファイル system.cfg ファイルのバックアップと
復元が可能です（画面 2-23）。

画面 2-23管理者インタフェース「システム設定 - バックアップ／復元」

バックアップ
現在の設定をファイルでダウンロードします。

バックアップからの復元
ローカルに保存されている設定ファイルをアップロードします。

	 ここでバックアップしたファイルはテキスト形式ですが、テキストエディタ等で内容を直接編集して復元を
行うことは避けてください。トラブルの原因となる場合があります。

	バージョンの異なる設定ファイルから復元を実行すると、アップロードした設定ファイルに存在しない項目
はすべて初期値として動作します。
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2.6 
運用管理 - お知らせ編集
ここからは、「運用管理」メニューの説明となります。「運用管理」では、Active! mail のエンドユーザが全体で
共有するデータの管理を行います。「お知らせ編集」では、Active! mail のメールホーム画面等に表示する「お
知らせ」内容の編集が行えます。ここで登録した「お知らせ」内容は、Active! mail にログインしたエンドユー
ザ（認証をパスしたユーザ）にのみ通知されます。

 ●お知らせ一覧
「お知らせ一覧」では、現在登録されている「お知らせ」の一覧を表示します（画面 2-24）。「お知らせ」内容一
件につき、「お知らせ ID」、「タイトル」、「掲載日時」、「掲載終了日時」、「タイムゾーン」、「優先順位」が表示され
ます。これらの項目については、次項の『お知らせの作成／編集』をご参照ください。

画面 2-24 管理者インタフェース「運用管理 - お知らせ編集」

新規作成
「お知らせ」の新規作成を行います。

選択項目の削除
一覧のチェックボックスにチェックを入れた「お知らせ」項目を削除します。

一括インポート
「お知らせ」項目を一括インポートします。現在登録されているお知らせデータは、すべて削除されます。
インポート可能な形式は、「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。一
括エクスポートしたデータを PC上で再編集して、インポートして頂くことも可能です。

	 インポートする前に元のデータをバックアップしてください。

一括エクスポート
一覧に表示されているすべての「お知らせ」項目を一括エクスポートします。エクスポート形式は、
「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。ファイル形式は「システム設
定 - 全体設定」画面の「管理者設定」から「データのインポート／エクスポート形式 」で指定します。詳
細は、『2.3 システム設定 - 全体設定』をご参照ください。

	 	インポート/エクスポートデータのレイアウトに関しては、『表 2：お知らせデータのXML/CSVレイアウト』
をご参照ください。
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 ●お知らせの作成／編集
「お知らせの作成／編集」画面は、お知らせの〈新規作成〉ボタンまたは一覧上で項目クリックによってポップ
アップ表示されます（画面 2-25）。この画面では、「お知らせ」内容の編集が行えます。

画面 2-25管理者インタフェース「お知らせの作成／編集」

テキスト形式
「プレーンテキスト」と「HTML」のいずれかを選択してください。「HTML」を選択した場合、「タイトル」
と「内容」にHTMLタグを記述できます。HTMLタグの構文チェックは行われませんので注意してくださ
い（「閉じタグがない」等の誤った HTMLが記述されると、Active! mail の「メールホーム」画面が正し
く表示されない等、予期せぬトラブルの原因となります）。

タイトル
「お知らせ」のタイトルを入力します。ここで指定したタイトルは、Active! mail の「メールホーム」画面
に一覧で表示されます。「テキスト形式」設定が「HTML」の場合には、HTMLタグで記述できます。

内容
「お知らせ」の内容を入力します。ここで指定した内容は、Active! mail の「メールホーム」画面から、「お
知らせ」のタイトルをクリックした際にポップアップ表示されます。「テキスト形式」設定が「HTML」の
場合には、HTMLタグで記述できます。

掲載日時
掲載日または掲載日時を指定します。

掲載終了日時
掲載終了期限を設定したい場合にのみ指定します。掲載終了期限は、エンドユーザの画面上には表示さ
れません。

タイムゾーン
掲載者のタイムゾーンを指定します。掲載日時の指定と掲載終了日時の指定が、どのタイムゾーンで指定
されたものかを決定します。通常は、変更する必要はありません。

優先順位
登録されたお知らせ内容は、優先順位が高いものから上に表示されます。上位に表示したい「お知らせ」
については、優先順位を高めに設定しておきます。なお、メールホーム画面での「お知らせ」のソート順
は、第一ソートキー「優先順位」、第二ソートキー「掲載日時」（降順）で固定されています。
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 ●お知らせデータのレイアウト

XML/CSV項目名 Active! mail項目名
1 INDEX お知らせ ID
2 PERIOD_DAYLONG 時刻を指定しない（on/off）
3 PERIOD_LIMIT 掲載終了日時の指定（on/off）
4 PERIOD_START 掲載日時
5 PERIOD_END 掲載終了日時
6 TIMEZONE タイムゾーン
7 CONTENT_TYPE テキスト形式
8 SUBJECT_PLAIN タイトル（プレーンテキスト）
9 SUBJECT_HTML タイトル（HTML）
10 CONTENT_PLAIN 内容（プレーンテキスト）
11 CONTENT_HTML 内容（HTML）
12 PRIORITY 優先順位
13 REGISTDATE 登録日時
14 LASTUPDATE 最終更新日時
表 2  お知らせデータの XML/CSVレイアウト
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2.7 
運用管理 - 共有スケジュール編集

「共有スケジュール編集」では、利用者共通のスケジュールを登録できます。ここで登録したスケジュールは、ス
ケジューラ機能およびメールホーム画面の「今週のスケジュール」で表示されます。

 ●共有スケジュール一覧
「共有スケジュール一覧」では、現在登録されている「共有スケジュール」の一覧を表示します（画面 2-26）。「共
有スケジュール」内容一件につき、「共有スケジュール ID」、「タイトル」、「開始日時」、「終了日時」、「タイムゾー
ン」、「祝日」が表示されます。これらの項目については、次項の『共有スケジュールの作成／編集』をご参照く
ださい。

画面 2-26 管理者インタフェース「共有スケジュール編集」

新規作成
「共有スケジュール」の新規作成を行います。

選択項目の削除
一覧のチェックボックスにチェックを入れた「共有スケジュール」項目を削除します。

一括インポート
「共有スケジュール」項目を一括インポートします。インポートすると、それまでに登録されていた共有ス
ケジュールデータは、すべて削除されます。
インポート可能な形式は、「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。一
括エクスポートしたデータを PC上で再編集して、インポートして頂くことも可能です。
PC上で編集したファイルをインポートする際は、XMLファイル中のWorksheet要素の ss:Name属性
が <Worksheet ss:Name="sschedule">となっていることを確認してください。もしくは Excelから
XML保存を行う際は、シート名を「sschedule」としてから保存を行ってください。

	 インポートする前に元のデータをバックアップしてください。

一括エクスポート
一覧に表示されているすべての「共有スケジュール」項目を一括エクスポートします。エクスポート形式は、
「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。ファイル形式は「システム設
定 - 全体設定」画面の「管理者設定」から「データのインポート／エクスポート形式 」で指定します。詳
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細は、『2.3 システム設定 - 全体設定』をご参照ください。

	 	インポート/エクスポートデータのレイアウトに関しては、『表 3：共有スケジュールデータのXML/CSVレ
イアウト』をご参照ください。

 ●共有スケジュールの作成／編集
「共有スケジュールの作成／編集」画面は、共有スケジュールの〈新規作成〉ボタンまたは一覧上で項目クリック
によってポップアップ表示されます（画面 2-27）。この画面では、共有スケジュールの登録と編集が行えます。

画面 2-27 管理者インタフェース「共有スケジュールの作成／編集」

タイトル
スケジューラ画面に表示する「タイトル」を指定します。

開始日時
共有スケジュールの開始日または開始日時を指定します。

終了日時
共有スケジュールの終了日時を指定します。

タイムゾーン
掲載者のタイムゾーンを指定します。開始日時の指定と終了日時の指定が、どのタイムゾーンで指定され
たものかを決定します。通常は、変更する必要はありません。

内容
共有スケジュールの詳細内容を指定します。

場所
共有スケジュールの場所を指定します。

ラベル
共有スケジュールのラベルを指定します。

祝日
共有スケジュールを祝日として扱うか否かを指定します。

メモ
共有スケジュールのメモを指定します。
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 ●共有スケジュールデータのレイアウト

XML/CSVフィールド名 Active! mail項目名
1 INDEX 共有スケジュール ID
2 TYPE 祝日
3 TIMEZONE タイムゾーン
4 START 開始日時
5 END 終了日時
6 SUBJECT タイトル
7 CONTENT 内容
8 PLACE 場所
9 SYSLABEL ラベル（※ 1）
10 PRIORITY 重要
11 MEMO メモ
12 REGISTDATE 登録日時
13 LASTUPDATE 最終更新日時
表 3  共有スケジュールデータの XML/CSVレイアウト

※1 ラベルの種類
• office（社内）
• goingout（客先）
• vacation（休暇）
• biztrip（出張）
• private（個人）
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2.8 
運用管理 - アドレス帳管理

「アドレス帳管理」では、アドレス帳の表示項目に関する管理が行えます。アドレス帳の管理メニューは、「カスタ
ム項目」と「アドレス帳表示項目」の 2 つから構成されています。「カスタム項目」では、アドレス帳に登録でき
る項目を追加できます。「アドレス帳表示項目」では、アドレス一覧で表示する項目を管理することができます。

 ●カスタム項目

 □カスタム項目機能の有効化
カスタム項目を使用するには、「システム設定 - 全体設定」画面から「アドレス帳カスタム項目機能」を「有効」
にする必要があります。詳細は、『2.3 システム設定 - 全体設定』をご参照ください。

 □カスタム項目の設定

Active! mail アドレス帳に登録できる項目を最大 3 つまで追加できます（画面 2-28）。編集後、〈更新〉ボタン
をクリックすると設定内容が保存されます。追加した項目は、アドレス帳の詳細情報では「メモ」と「フォルダ」
の間に表示されます。

画面 2-28 管理者インタフェース「カスタム項目」
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カスタム項目（1）～（3）
各カスタム項目について設定します。追加した内容は、「個人アドレス帳」「共有アドレス帳」ともに適用
されます。

有効 /無効
カスタム項目を使用するか否か指定します。「有効」にすると、他の項目が編集可能になります。

表示名（英語）
ユーザの言語設定が英語のときにアドレス帳に表示する項目名を入力します。必須入力です。

表示名（日本語）
ユーザの言語設定が日本語のときにアドレス帳に表示する項目名を入力します。入力を省略した場合は、
英語の表示名が使用されます。

表示名（韓国語）
ユーザの言語設定が韓国語のときにアドレス帳に表示する項目名を入力します。入力を省略した場合は、
英語の表示名が使用されます。

表示名（中国語）
ユーザの言語設定が中国語のときにアドレス帳に表示する項目名を入力します。入力を省略した場合は、
英語の表示名が使用されます。

	 表示名の先頭および末尾に空白文字が入力されている場合は、登録時に削除されます。

 ●アドレス帳表示項目
アドレス一覧画面に表示する項目を設定します（画面 2-29）。編集後、〈更新〉ボタンをクリックすると設定内容
が保存されます。

画面 2-29 管理者インタフェース「アドレス帳表示項目」

個人アドレス帳表示項目
「アドレス帳」画面の個人アドレス一覧に表示する項目を設定します。ユーザ画面では、「表示」欄に表
示されている項目の並び順で左から表示されます。「名前」は非表示にできません。（フォルダ）は、検
索結果表示中のみ表示されます。「表示」欄には、最大 5つまで指定できます。
表示する項目を追加には、「非表示」欄で項目を選択し〈←〉ボタンで「表示」欄に移動します。表示す
る項目を削除するには、「表示」欄で項目を選択し〈→〉ボタンで「非表示」欄に移動します。表示順を
変更するには、「表示」欄内の項目を選択し〈↑〉または〈↓〉ボタンで変更してください。
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共有アドレス帳表示項目
「アドレス帳」画面の共有アドレス一覧に表示する項目を設定します。操作方法は、「個人アドレス帳表示
項目」と同じです。「名前」と「役職」は非表示にできません。（フォルダ）は、検索結果表示中のみ表
示されます。「表示」欄には、最大 5つまで指定できます。

個人アドレス帳表示項目 （メール作成画面）
「メール作成」画面でアドレス帳を呼び出した時に表示される個人アドレス一覧の項目を設定します。操
作方法は、「個人アドレス帳表示項目」と同じです。「名前」は非表示にできません。（フォルダ）は、検
索結果表示中のみ表示されます。「表示」欄には、最大 4つまで指定できます。

共有アドレス帳表示項目（メール作成画面）
「メール作成」画面でアドレス帳を呼び出した時に表示される共有アドレス一覧の項目を設定します。操
作方法は、「個人アドレス帳表示項目」と同じです。「名前」と「役職」は非表示にできません。（フォルダ）
は、検索結果表示中のみ表示されます。「表示」欄には、最大 4つまで指定できます。

デフォルトに戻す
アドレス帳表示項目の設定内容をデフォルトに戻します。表示される内容はデフォルトになりますが、〈更
新〉ボタンをクリックするまでは保存されません。

	 グループ内のアドレス一覧表示項目は「個人アドレス帳」と共通になります。
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2.9 
運用管理 - 共有アドレス帳管理

「共有アドレス帳管理」では、共有アドレス帳データの管理が行えます。共有アドレス帳の管理メニューは、「ユー
ザドメイン一覧編集」「フォルダ編集」と「アドレス編集」および「アドレス表示順序編集」の大きく4 つから
構成されています。「ユーザドメイン一覧編集」では、個別の共有アドレス帳を適用するドメインを管理します。

「フォルダ編集」では共有アドレス帳のフォルダ階層（一般的には「総務課」や「春日部支店」といった部署名）
を管理します。「アドレス編集」では、共有アドレス帳の個々のアドレスデータを登録／編集できます。個々のア
ドレスデータのなかでは、アドレスが所属するフォルダ階層を指定します。「アドレス表示順序編集」では、エン
ドユーザの画面上で共有アドレス帳のアドレスデータをどのような並び順で表示するかを指定します。

 ●ユーザドメイン一覧編集
ユーザドメイン一覧編集では、ドメインごとに個別の共有アドレス帳を使用するための「ドメイン追加」「ドメイ
ン削除」が行えます（画面 2-30）。

Active! mail の共有アドレス帳は、デフォルトですべてのドメインに対して同じ共有アドレス帳が適用されます。
ドメインごとに適用する共有アドレス帳を変える、または特定のドメインだけ異なる共有アドレス帳を使用する場
合などに、対象のドメインをこの画面で設定します。すべてのドメインに対して同じ共有アドレス帳を使用する場
合は、この設定を行う必要はありません。ここでは個別の共有アドレス帳を適用するドメインの追加／削除のみ
で、実際に使用する共有アドレス帳の編集は次項以降で行います。

ユーザ画面で表示される共有アドレス帳は 1 種類のみで、全ドメインに適用されるアドレス帳よりもユーザドメイ
ンに適用されるアドレス帳が優先されます。例えば、全ドメインに適用する共有アドレス帳（1）と、A というユー
ザドメインに適用する共有アドレス帳（2）が存在する場合、ユーザドメインA に所属するユーザには（2）のみ
が表示され、それ以外のユーザドメインに所属するユーザには（1）が表示されます。ユーザドメインA に所属
するユーザに（1）と（2）の両方を表示させたい場合は、（1）の共有アドレス帳データが（2）にも含まれるよう
にする必要があります。

画面 2-30管理者インタフェース「ユーザドメイン一覧編集」
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追加
個別に共有アドレス帳を適用したいユーザドメインを追加します。クリックすると、ユーザドメイン名の
入力ウィンドウ（画面 2-31）が開きます。

画面 2-31管理者インタフェース「ユーザドメイン名の編集」

ユーザドメイン
個別の共有アドレス帳を適用するユーザドメインを入力します。
ユーザドメインとは、ユーザのメールアドレスの@マーク以降の部分であり、ドメインセクションとは異な
ります。ユーザドメインは、以下の（DOMAIN）に相当するディレクトリ名と同一になります。

	 	 ＜Active!	mailインストールディレクトリ＞/var/domain/(DOMAIN)/(HASH)/(USER)

例）user123@example.co.jpというメールアドレスの場合、「example.co.jp」がユーザドメインになり
ます。

	 ldap2amaddrコマンドはユーザドメイン別共有アドレス帳には対応しておりません。ldap2amaddrを使
用して、LDAP サーバのアドレス帳データを	Active!	mail	6	の共有アドレス帳データベースにインポートする
場合、全体の共有アドレス帳となります。

	 amaddr2affiliationコマンドはユーザドメイン別共有アドレス帳に対応しておりません。システム内開封状
況確認機能を使用していてamaddr2affiliation	コマンドで所属情報ファイルを作成する場合、全体の共有
アドレス帳のみを参照します。

 □ユーザドメイン編集
ユーザドメイン一覧上でユーザドメイン名をクリックすると、ユーザドメイン編集ウィンドウが開きます（画
面 2-32）。

画面 2-32管理者インタフェース「ユーザドメイン名の編集」

一度設定したユーザドメイン名の変更はできません。入力間違い等、ユーザドメイン名を変更したい場
合は一旦削除してから追加し直してください。

削除
個別の共有アドレス帳を適用するユーザドメインを削除します。ユーザドメインを削除すると、該当する
ドメインの共有アドレス帳データと設定も削除されます。Active! mailのドメインそのものは削除されま
せん。共有アドレス帳のユーザドメインを削除すると、そのドメインに所属するユーザには全体の共有ア
ドレス帳が適用されます。

キャンセル
「ユーザドメイン名の編集」ウィンドウを閉じます。
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 ●フォルダ編集
フォルダ編集では、共有アドレス帳フォルダの「新規作成」、「選択項目の削除」、「一括インポート」、「一括エクス
ポート」、「表示順序変更」が行えます（画面 2-33）。対象のユーザドメインごとに編集してください。

画面 2-33管理者インタフェース「フォルダ一覧」

選択中ユーザドメイン
フォルダ編集の対象とするユーザドメインを選択してください。以下の操作は、選択されているユーザド
メインを対象とした操作になります。操作を行う前に必ず確認してください。一度選択すると、ログアウ
トするまで選択状態が維持されます。

新規作成
「フォルダ」の新規作成を行います。

選択項目の削除
一覧のチェックボックスにチェックを入れた「フォルダ」項目を削除します。

一括インポート
「フォルダ」項目を一括インポートします。インポートすると、それまでに登録されていた共有アドレス帳
フォルダのデータは、すべて削除されます。
インポート可能な形式は、「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。一
括エクスポートしたデータを PC上で再編集して、インポートして頂くことも可能です。
「INDEX」フィールドは必須項目で、値はユニークでなければなりません。
PC上で編集した XMLファイルをインポートする際は、XMLファイル中のWorksheet要素の ss:Name
属性は<Worksheet ss:Name="saddrpath">となっていることを確認してください。もしくは Excelか
らXML保存を行う際は、シート名を「saddrpath」としてから保存を行ってください。XMLのフォーマッ
トについての詳細は、『フォルダ表示順序一括インポート用の XMLフォーマットサンプル』をご参照くだ
さい。

	 インポートする前に元のデータをバックアップしてください。

	階層フォルダを利用している場合、中間フォルダのないデータが含まれるファイルをインポートすることは
できません。（中間フォルダのないデータとは、以下のような例を表します。）
企画部
企画部/第一企画室
企画部/第一企画室/ AAA/ BBB（中間階層 "企画部 /第一企画室 /AAA"がない）
企画部/第二企画室/ CCC （中間階層 "企画部 /第二企画室 "がない）

一括エクスポート
一覧に表示されているすべての「フォルダ」項目を一括エクスポートします。エクスポート形式は、
「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。ファイル形式は「システム設
定 - 全体設定」画面の「管理者設定」から「データのインポート／エクスポート形式 」で指定します。詳
細は、『2.3 システム設定 - 全体設定』をご参照ください。

	 	インポート/エクスポートデータのレイアウトに関しては、『表 4：フォルダ表示順序データのXML/CSVレ
イアウト』をご参照ください。
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表示順序変更
「フォルダ表示順序変更」画面がポップアップ表示され、エンドユーザの画面上で「フォルダ」をどのよう
な並び順で表示するかを指定することができます。

フォルダ編集
「フォルダ編集」画面は、共有アドレス帳フォルダの〈新規作成〉または一覧上で項目クリックによってポッ
プアップ表示されます（画面 2-34）。この画面では、共有のフォルダ名の編集が行えます。

	 フォルダ名欄に入力可能な文字数は、256文字までです。バージョンアップやインポート等により256文
字を超えるフォルダ名が登録済みの場合、当該フォルダを管理者インタフェース上で編集すると256文字
以降が切り詰められる場合があります。

画面 2-34 管理者インタフェース「共有アドレス帳 フォルダの新規作成」

 ●フォルダ表示順序データのレイアウト

XML/CSVフィールド名 Active! mail項目名
1 INDEX 共有アドレス帳フォルダ ID
2 NAME フォルダ名
3 ORDER_ID 表示順序

表 4   フォルダ表示順序の XML/CSVレイアウト

 □フォルダ表示順序一括インポート用のXMLフォーマットサンプル
インポート可能な XML フォーマットは、下記の通りです。読み込み用のデータを作成する際は、最初の Row
にアドレス帳の項目名を記述し、それ以降に実データを配置してください。なお、Active! mail のアドレス帳で
はフォルダ名に「"」（ダブルクォート）を使用できないため、NAME に「"」などの特殊文字が含まれているとイ
ンポートできません。Excel で編集する場合は、1 行目に項目名を、2 行目以降に実データを入力してください。

INDEX フィールドが空白の場合、インポート時に自動的に値を付加します（INDEX フィールドは必須です）。

ORDER_ID には、フォルダの表示順序を数字で入力してください。入力されている数字を文字列として評価し、
その昇順でフォルダが表示されます。また、ORDER_ID を入力する場合は、すべてのレコードの ORDER_ID
に値を入力してください。フォルダ表示順序を指定する必要のない場合は、すべてのレコードの ORDER_ID を
空にしてください。値が入力されているレコードと値が空のレコードが混在しているデータは、インポートできま
せん。

	 ORDER_ID は文字列として評価されるため、昇順では「2」よりも「10」のほうが先になります。桁数の
少ない箇所では、数字の前を 0で埋めて他と同じ桁数になるように入力してください。下記のサンプルで
は、「1」ではなく「0000000001」と入力しています。
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<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>

<?mso-application	progid="Excel.Sheet"?>

<Workbook	xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"

	xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"

	xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"

	xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

		<Worksheet	ss:Name="saddrpath">

				<Table>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">INDEX</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">NAME</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">ORDER_ID</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRPATH_SAMPLE001</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">企画部</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">0000000001</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRPATH_SAMPLE002</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">企画部/広報課</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">0000000002</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRPATH_SAMPLE003</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">企画部/第一企画室</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">0000000003</Data></Cell>

						</Row>

				</Table>

		</Worksheet>

</Workbook>
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 ●フォルダ表示順序変更
フォルダ表示順序変更では、ドラッグアンドドロップによってフォルダの表示順を変更することができます（画面
2-35）。エンドユーザの画面上ではここで決定した表示順の通りにフォルダが表示されます。

	 ドラッグアンドドロップによる移動は、同一階層内に限り可能です。階層を越えてフォルダを移動させる
ことはできません。階層構造を変更する場合は、「フォルダ編集」画面でフォルダ名を編集することによっ
て行ってください。

画面 2-35 管理者インタフェース「フォルダ表示順序変更」

全て開く
折り畳まれているフォルダを展開し、全ての子フォルダを表示します。

全て閉じる
フォルダを全て折り畳み、子フォルダを非表示にします。

文字コード順
全てのフォルダを文字コード順に並べ替えます。

OK
現在のフォルダの表示順を保存し、フォルダ表示順序変更を閉じます。

キャンセル
現在のフォルダの表示順を保存せずにフォルダ表示順序変更を閉じます。
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 ●アドレス編集
アドレス編集では、共有アドレス帳データの「新規作成」、「選択項目の削除」、「一括インポート」、「一括エクス
ポート」が行えます（画面 2-36）。対象のユーザドメインごとに編集してください。

画面 2-36 管理者インタフェース「アドレス一覧」

選択中ユーザドメイン
アドレス編集の対象とするユーザドメインを選択してください。以下の操作は、選択されているユーザド
メインを対象とした操作になります。操作を行う前に必ず確認してください。一度選択すると、ログアウ
トするまで選択状態が維持されます。

新規作成
共有アドレス帳「アドレス」項目の新規作成を行います。

選択項目の削除
一覧のチェックボックスにチェックを入れた「アドレス」項目を削除します。ユーザがアドレス帳のグルー
プに共有アドレス帳のデータを登録している場合、共有アドレス帳から削除されたデータはグループから
も参照できなくなりますのでご注意ください。詳細は、後述の『共有アドレス帳編集時の注意事項』を
お読みください。

一括インポート
「アドレス」項目を一括インポートします。インポートすると、それまでに登録されていた共有アドレス帳
データは、すべて削除されます。
インポート可能な形式は、「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。一
括エクスポートしたデータを PC上で再編集して、インポートして頂くことも可能です。
「INDEX」フィールドは必須項目で、値はユニークでなければなりません。
PC上で編集したファイルをインポートする際は、XMLファイル中のWorksheet要素の ss:Name属性
は<Worksheet ss:Name="saddrbook">となっていることを確認してください。もしくは Excelから
XML保存を行う際は、シート名を「saddrbook」としてから保存を行ってください。XMLのフォーマッ
トについての詳細は、『アドレス帳一括インポート用の XMLフォーマットサンプル』をご参照ください。

	 インポートする前に元のデータをバックアップしてください。

	一括インポートを行う場合は、後述の『共有アドレス帳編集時の注意事項』をお読みください。

一括エクスポート
一覧に表示されているすべての「アドレス」項目を一括エクスポートします。エクスポート形式は、
「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。ファイル形式は「システム設
定 - 全体設定」画面の「管理者設定」から「データのインポート／エクスポート形式 」で指定します。詳
細は、『2.3 システム設定 - 全体設定』をご参照ください。

	 	インポート/エクスポートデータのレイアウトに関しては、『表 5	アドレス帳データのXML/CSVレイアウト』
をご参照ください。

フォルダ
一覧表示するアドレス帳のフォルダを選択します。
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アドレス編集
「アドレス編集」画面は、共有アドレス帳アドレスの〈新規作成〉または一覧上で項目クリックによってポッ
プアップ表示されます（画面 2-37）。この画面では、共有アドレス帳の個々の登録データの編集が行え
ます。

画面 2-37 管理者インタフェース「共有アドレスの新規作成」

 ●アドレス帳データのレイアウト

XML/CSVフィールド名 Active! mail項目名 XML/CSVフィールド名 Active! mail項目名
1 INDEX 共有アドレス帳 ID 12 COUNTRY 国
2 HURIGANA ふりがな 13 ZIPCODE 郵便番号
3 NAME 名前 14 STATE 都道府県
4 EMAIL メールアドレス 15 CITY 市区町村
5 ORGANIZATION 組織名 16 ADDRESS 番地
6 DEPART 部署 17 URL URL
7 TITLE 役職 18 MEMO メモ
8 TEL1 電話 1 19 SADDRPATH 共有アドレス帳フォル

ダ ID
9 TEL2 電話 2 20 EXT_FIELD1 カスタム項目 (1)
10 TEL3 電話 3 21 EXT_FIELD2 カスタム項目 (2)
11 FAX FAX 22 EXT_FIELD3 カスタム項目 (3)

表 5  アドレス帳データの XML/CSVレイアウト

 □アドレス帳一括インポート用のXMLフォーマットサンプル
インポート可能な XML フォーマットは、下記の通りです。読み込み用のデータを作成する際は、最初の Row
にアドレス帳の項目名を記述し、それ以降に実データを配置してください。なお、Active! mail のアドレス帳で
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は名前とフォルダ名に「"」（ダブルクォート）を使用できないため、NAME および SADDRPATH に「"」など
の特殊文字が含まれているとインポートできません。Excel で編集する場合は、1 行目に項目名を、2 行目以降
に実データを入力してください。

INDEX フィールドが空白の場合、インポート時に自動的に値を付加します（INDEX フィールドは必須です）。

	 共有アドレス帳 IDと共有アドレス帳フォルダ IDは重複しないようにしてください。
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<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>

<?mso-application	progid="Excel.Sheet"?>

<Workbook	xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"

	xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"

	xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"

	xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

		<Worksheet	ss:Name="saddrbook">

				<Table>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">INDEX</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">HURIGANA</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">NAME</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">EMAIL</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">ORGANIZATION</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">DEPART</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">TITLE</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">TEL1</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">TEL2</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">TEL3</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">FAX</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">COUNTRY</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">ZIPCODE</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">STATE</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">CITY</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">ADDRESS</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">URL</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">MEMO</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRPATH</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">EXT_FIELD1</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">EXT_FIELD2</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">EXT_FIELD3</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRBOOK_SAMPLE001</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">おおの　つとむ</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">大野　勤</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">a11581@example.com</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">（株）ACTIVE	80</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">総務部</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">部長</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">XXX-0764-2084</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">XXX-0764-2085</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">XXX-0764-2086</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">XXX-4925-2935</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">日本</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">741-7004</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">東京都</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">千代田区</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">457-49-9</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String"></Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">男性</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRPATH_SAMPLE002</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">カスタム1</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">カスタム2</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">カスタム3</Data></Cell>

						</Row>

				</Table>

		</Worksheet>

</Workbook>
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 □共有アドレス帳編集時の注意事項
ユーザのアドレス帳グループには実メールアドレスや名前は格納されておらず、個人アドレス帳および共有アドレ
ス帳への参照のみが保存されています。そのため、共有アドレス帳のデータを編集または一括インポートすると、
グループに登録されたアドレスの参照先が無効になる場合があります。無効な参照先はグループから削除されま
すので、ご注意ください。参照先が無効になる例は次の通りです。

 ①共有アドレス帳からデータを削除した場合
 共有アドレス帳に存在しない INDEXへの参照は無効になります。アドレス帳からデータを削除後に同じ 
 メールアドレスで再登録した場合も、削除前と削除後の INDEX は同一にならないため、参照は無効に 
 なります。

 ② INDEXフィールドが空の XMLデータを一括インポートした場合
 共有アドレス帳を一括インポートする場合、インポート前後で同じメールアドレスが存在する場合も、 
 INDEX が異なる場合は参照が無効になります。特に、インポートする XML データの INDEX フィール 
 ドが空の場合、Active! mail が自動的に付加する INDEX は毎回異なるため、グループからの参照が無 
 効になりますので注意が必要です。これを回避するには、インポートする XML データの INDEX フィー 
 ルドに必ずユニークな値を入力するようにしてください。INDEX フィールドに値が入力されていれば、 
 Active! mail はインポート時の INDEX 自動付加を行いません。

 ●アドレス表示順序編集
アドレス表示順序編集では、共有アドレス帳の個々のアドレスをエンドユーザの画面上でどのような順番で表示す
るかを指定することができます。また、共有アドレス帳役職データの「新規作成」、「選択項目の削除」、「役職の
取り込み」、「一括インポート」、「一括エクスポート」が行えます（画面 2-38）。対象のユーザドメインごとに編集
してください。

画面 2-38管理者インタフェース「役職一覧」

選択中ユーザドメイン
アドレス表示順序編集の対象とするユーザドメインを選択してください。以下の操作は、選択されている
ユーザドメインを対象とした操作になります。操作を行う前に必ず確認してください。一度選択すると、
ログアウトするまで選択状態が維持されます。

デフォルトの表示順序
エンドユーザの画面上で共有アドレス帳アドレスデータを「名前（ふりがな）順」で表示するか、「役職レ
ベル順（降順）」で表示するかを選択します。「適用」ボタンをクリックすることで設定を反映します。
「名前（ふりがな）順」を選択した場合、アドレスデータは名前（ふりがな）をキーとしてソートして表示
されます。「役職レベル順（降順）」を選択した場合、アドレスデータはこの画面で設定した「役職レベル」
データに基づいて役職順にソートし、同じ役職を持つデータをさらに名前（ふりがな）順にソートして表
示されます。
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	 この設定は PC 版、モバイル版、スマートフォン版すべてに適用されます。PC 版の場合、「アドレス帳」画
面へ移動して最初に共有アドレス帳を選択した時点でのデフォルトのソートキーがここで設定した項目に
なります。

	役職レベルでのソートが適用されるのは、共有アドレス帳配下のアドレス一覧のみです。個人アドレス帳お
よびグループのアドレス一覧で「役職」をソートキーにした場合は、「役職」の文字コード順となります。

新規作成
共有アドレス帳「役職」項目の新規作成を行います。

選択項目の削除
一覧のチェックボックスにチェックを入れた「役職」項目を削除します。

	 ここで「役職」を削除しても、共有アドレス帳「アドレス」データには影響を与えません。

役職の取り込み
共有アドレス帳に登録されている「アドレス」データを走査し、全ての役職を役職レベル 0の状態で一
覧に追加します。既に一覧に登録されている役職は変更されません。

一括インポート
「役職」項目を一括インポートします。インポートすると、それまでに登録されていた役職レベルデータは、
すべて削除されます。
インポート可能な形式は、「Microsoft Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。一
括エクスポートしたデータを PC上で再編集して、インポートして頂くことも可能です。
「INDEX」フィールドは必須項目で、値はユニークでなければなりません。
PC上で編集したファイルをインポートする際は、XMLファイル中のWorksheet要素の ss:Name属性
は<Worksheet ss:Name=” saddrtitle” >となっていることを確認してください。もしくは Excelから
XML保存を行う際は、シート名を「saddrtitle」としてから保存を行ってください。XMLのフォーマット
についての詳細は、『アドレス表示順序一括インポート用のXMLフォーマットサンプル』をご参照ください。

	 インポート前にデータをバックアップしてください。

一括エクスポート
一覧に表示されているすべての「役職」項目を一括エクスポートします。エクスポート形式は、「Microsoft 
Excel 2003互換 XML形式」および「CSV形式」となります。ファイル形式は「システム設定 - 全体設定」
画面の「管理者設定」から「データのインポート／エクスポート形式 」で指定します。詳細は、『2.3 シス
テム設定 - 全体設定』をご参照ください。

	 	インポート/エクスポートデータのレイアウトに関しては、『表 6：アドレス表示順序データのXML/CSVレ
イアウト』をご参照ください。

役職編集
「役職編集」画面は、〈新規作成〉または一覧上で項目クリックによってポップアップ表示されます（画面
2-39）。この画面では、共有アドレス帳の役職データの編集が行えます。役職レベルには、表示順の優
先度を 0から1000の範囲の整数で入力してください。数字の大きい方が優先度が高くなります。

	 役職名を編集できるのは「新規作成」のときのみとなります。

画面 2-39管理者インタフェース「役職の新規作成」
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 ●アドレス表示順序データのレイアウト

XML/CSVフィールド名 Active! mail項目名
1 INDEX （内部使用データ）
2 TITLE 役職名
3 LEVEL 役職レベル

表 6：アドレス表示順序データの XML/CSVレイアウト

 □アドレス表示順序一括インポート用のXMLフォーマットサンプル
インポート可能な XML フォーマットは、下記の通りです。読み込み用のデータを作成する際は、最初の Row
にアドレス帳の項目名を記述し、それ以降に実データを配置してください。Excel で編集する場合は、1 行目に
項目名を、2 行目以降に実データを入力してください。

INDEX フィールドが空白の場合、インポート時に自動的に値を付加します（INDEX フィールドは必須です）。

<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>

<?mso-application	progid="Excel.Sheet"?>

<Workbook	xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"

	xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"

	xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"

	xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

		<Worksheet	ss:Name="saddrtitle">

				<Table>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">INDEX</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">TITLE</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">LEVEL</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRTITLE_D12084233564E2BDFCCN00001</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">代表</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="Number">0</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRTITLE_D1208423356696597CFN00003</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">営業</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="Number">0</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRTITLE_D120842335645167DD5N00005</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">部長</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="Number">100</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRTITLE_D12084233565743A807N00004</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">課長</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="Number">10</Data></Cell>

						</Row>

						<Row>

								<Cell><Data	ss:Type="String">SADDRTITLE_D12084233567BB4B89BN00002</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="String">係長</Data></Cell>

								<Cell><Data	ss:Type="Number">5</Data></Cell>

						</Row>

				</Table>

		</Worksheet>

</Workbook>
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2.10 
運用管理 - ドメインセクション管理

「ドメインセクション管理」では、ドメインセクションの解決に使用する CSV 形式のユーザリストのインポート・
エクスポートが行えます（画面 2-40）。

CSV 形式でユーザのドメインセクションを管理するには、『2.3 システム設定 - 全体設定』「アプリケーション設
定」の「ドメインセクション解決コマンド」で「domainmap_csv」を指定した上で、この項で CSV ファイルを
Active! mail にインポートして設定します。ドメインセクション解決コマンドが「domainmap_csv」以外また
は「無効」に設定されている場合は、この項の設定は必要ありません。

画面 2-40 管理者インタフェース「ドメインセクション管理」

CSVインポート
ドメインセクション解決に使用する CSV 形式のファイルをインポートします。ファイル名は必ず
「domainmap.csv」にしてください。

CSVエクスポート
インポート済みの「domainmap.csv」をエクスポートします。

	 	インポート/エクスポートデータのレイアウトに関しては、『表 7：ドメインセクション管理 CSVレイアウト』
をご参照ください。

 ●ユーザリストの作成
ドメインセクション解決に使用するCSV形式のユーザリストを作成します。CSVレイアウトは以下の通りで、ファ
イル名は「domainmap.csv」にしてください（ファイル名固定）。

CSVフィールド名 内容
1 LOGIN_ID ユーザの Active! mailへのログイン ID
2 DOMAIN_SEC ドメインセクション ID
表 7：ドメインセクション管理 CSVレイアウト

	 domainmap.csv	内に存在しないユーザはログインできなくなります。
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 ●管理者インタフェースからの設定

1. 「システム設定 - 全体設定」画面から、ドメインセクション解決コマンドを「有効」に指定し、
「DOMAINSECTION_MAPCOMMAND」欄に「sbin/domainmap_csv」を入力します。

2. 「システム設定 - 全体設定」画面から、「ログイン画面のドメイン選択リスト表示」を「無効」
にします。

3. 「運用管理 - ドメインセクション管理」画面から、domainmap.csvファイルをActive! mail
にインポートします。

 ●注意事項
domainmap.csv 内で system.cfg に存在しないドメインセクション ID が指定されている場合、ログイン時に
domainmap_csv コマンドは指定された（存在しない）ドメインセクション ID を返します。

存在しないドメインセクション ID が返された場合は default ドメインのサーバマッピングコマンドが呼び出され
るため、default ドメインの IMAP サーバにユーザが存在する場合はログイン可能となります。
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2.11 
管理者設定 - 運用管理者パスワード
変更

「運用管理者パスワード変更」では、運用管理者のパスワードを設定することができます（画面 2-41）。

運用管理者パスワードを設定することで、運用管理者機能を有効にできます。運用管理者は、ドメイン設定の一
部、お知らせ編集、共有スケジュール編集、共有アドレス帳編集が可能な管理者アカウントです。運用管理者は、
admin というユーザ ID および設定されたパスワードを使用して管理者インタフェースにログインし、各種設定
を行うことができます。なお、運用管理者のログイン用 ID は admin に固定されており、変更は行えません。

運用管理者機能を使用しない場合には、パスワードを空に設定してください。

画面 2-41 管理者インタフェース「管理者設定 - 運用管理者パスワード変更」
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2.12 
管理者設定 - 管理者パスワード変更

「管理者パスワード変更」では、管理者インタフェースにログインする際のパスワードを変更できます（画面
2-42）。なお、管理者インタフェースのログイン用 ID は「sysadmin」に固定されており、変更は行えません。

画面 2-42 管理者インタフェース「管理者設定 - 管理者パスワード変更」
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3.1 
ユーザアカウント管理コマンド

 ●コマンドの概要
Active! mail 6 には、ユーザアカウント管理コマンド「am6util」が付属しています。このコマンドは、ユーザア
カウントを管理する様々な機能を提供しています。

• ユーザの追加
• ユーザの削除
• ユーザのロック
• ユーザのロック解除
• ユーザ一覧の出力
• 全ドメイン一覧の出力
• ユーザデータディレクトリの取得
• ユーザセッションディレクトリの取得
• ユーザの自動ログイン情報ファイルパスの取得
• 転送設定のメールサーバへの適用

am6util コマンドの詳細は、README（am6util.README_ja）をご参照ください。

 ●ログファイル
am6util を実行すると、Active! mail 6 のログディレクトリ (system.cfg の DIR_LOG 項目で指定されたディ
レクトリ ) 配下に am6util.log というファイルが作成され、ここにログが出力されます（system.cfg の ログ出力
設定 LOG_TYPE 項目は参照されません）。

コマンドを実行する都度ログが追記されるため、コマンドの実行回数が増えるとログファイルが肥大化する可能
性があります。定期的に削除するか、または、ログローテート設定をしていただくようお願いします。

ログローテート設定の例：
---------------------------------- ここから ----------------------------------

#	vi	/etc/logrotate.d/am6util

/usr/local/activemail/var/log/am6util.log	{

				missingok

				notifempty

				daily

				rotate	10

}

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

上記の設定では、毎日ログローテートを行い、最大 10 ファイル（10 日分）を保持します。
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3.2 
ロックと削除の概要
ここでは、ユーザアカウントのロックと削除について説明します。

通常、メールアカウントを削除するには、次の全ての項目を削除する必要があります。

1. メールシステム（認証システム）が管理しているメールアカウント情報

2. メールシステム上のメールデータ

3. Active! mail が管理しているユーザアカウント情報およびドメイン情報

4. Active! mail が保持している各種データ（アドレス帳、スケジュール、各種設定、学習型
迷惑メールフィルタの学習データ、メールキャッシュ等）

1, 2 については、利用メールシステムの環境および構成に合わせて適切に削除してください。3, 4 について
は、Active! mail に付属のユーザアカウント管理コマンド am6util を使用して削除してください。

Active! mail のユーザ削除は、以下を目的に行います。

• 使用中のユーザアカウントを減らし、ライセンスで許容されたユーザ数の上限を確保する
• 無駄に消費されているディスク領域を開放し、使用可能容量を増加させる
• アドレス帳やメールキャッシュに含まれるプライバシー情報を保護する

メールシステムからアカウントを削除した後、am6util を使用して、直ちに不要なユーザデータを削除して頂
くことを推奨します。

	 Active!	mail のユーザ削除は、一度実行してしまうと、削除対象となったユーザデータは復旧できま
せんのでご注意ください。

ユーザの誤削除を防止するため、am6util はユーザのロック機能を提供します。ユーザをロックすることに
より、ロックされたユーザは、Active! mail にログインできなくなります。このロックはメールシステムとは
連携しませんので、他のメールクライアントからの IMAP 接続は拒否されず、メール転送設定等にも影響
を与えません。あくまで、Active! mail のログインをロックするだけです。この機能により、一定期間ユー
ザをロックして問題がなければ削除する、という運用が可能になります。

なお、Active! mail のユーザ削除は、管理者インタフェースからは行えませんのでご注意ください。また、
am6util には、ユーザのロックや削除のほか、ユーザ一覧の出力、全ドメイン一覧の出力、転送設定データ
のAMMANAGERへの再適用などの機能があります。am6utilコマンドの詳細は、README（am6util.
README_ja）をご参照ください。
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3.3 
ユーザ一覧の出力
am6util を次のように実行することで、Active! mail のユーザアカウント一覧を出力できます。

am6util	--userlist	"*"

以下は、実行例です。

---------------------------------- ここから ----------------------------------

#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--userlist	"*"

*Total	5	user(s).

NUM			LOCK		EMAIL

1					0					user1@abc.example.com

2					1					user2@abc.example.com

3					0					tarou@xyz.example.com

4					3					penpen@xyz.example.com

5					0					benben@xyz.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

実行結果の出力には、ロックの有無、メールアドレスが含まれます。

LOCK 項目に出力されるステータスコードは以下の通りです。

0	…	ロック解除状態

1	…	管理者操作によるロック状態

2	…	認証失敗によるロック保留状態（認証失敗回数のカウント中）

3	…	認証失敗によるロック状態

 ●ユーザ一覧に関する制限事項
このコマンドでは、ユーザ情 報 一覧テーブル（userinfo.sdb）に登 録されているユーザの一覧が出力
されます。 以下のような条 件にあてはまるユーザが 存 在 する場 合、 一 時 的に userinfo.sdb に未 登 録
になり、ユーザ一覧に出力されない場 合があります。その場 合は、ユーザアカウントの追 加を行うこ
とにより明示的に userinfo.sdb に登 録することが可能です。ユーザアカウントの追 加の詳 細は、『3.6 
ユーザアカウントの追加』をご参照ください。

1. ログイン時に登録できなかった場合

通常、ユーザが Active! mail へのログインに成功すると userinfo.sdb を参照します。未登録ユーザであればそ
の時点で登録を試みますが、短時間にアクセスが集中すると参照処理が集中し、登録されないユーザが発生す
る場合があります。その場合は、該当ユーザの次回ログイン時に userinfo.sdb への登録を試みますが、登録完
了までの間は未登録となります（未登録となっても、ログインに成功していれば Active! mail を使用できます）。

2. 前回ログイン時に未登録で、user.cfgがすでに存在する場合

ユーザ設定ファイル（user.cfg）が存在するユーザは登録済みと見なし、ログイン時の userinfo.sdb への参照
を一定の条件で省略します。通常は、Active! mail の継続利用により自動的に登録されます。user.cfg が存在
しない場合や、前回ログインから一定期間が経過している場合は、通常通り userinfo.sdb を参照します。

1.で未登録となったユーザもログインに成功していれば user.cfg が存在するため、次回ログイン時に userinfo.
sdb への参照が省略される場合があります。その場合、Active! mail は利用できますが実際に登録されるまで
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の間は userinfo.sdb に未登録となります。

3. 未登録ユーザがログインした時にライセンス上限に達していた場合

未登録ユーザがログインに成功してuserinfo.sdb に登録を試みようとした際に Active! mail のライセンス上限
に達していた場合は、登録失敗となり新規ユーザは Active! mail を利用することができなくなります。2. の条
件を満たす未登録ユーザが存在する時にライセンス上限に達すると、そのユーザは userinfo.sdb に登録できな
くなるため、最悪の場合はそのユーザも Active! mail を利用できなくなる可能性があります。

この問題は、ユーザ数がライセンス上限以下であれば発生しません。ユーザ数に応じたライセンスキーを登録し
てください。

正確なユーザ数を把握するには、Active! mail の var/domain ディレクトリ配下にある「user.cfg」ファイルの
数を確認してください。
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3.4 
ユーザアカウントのロックと解除

 ●ユーザの強制ログアウト
ユーザアカウントのロックは、次回以降のログインを拒否する機能です。ロック操作時に該当ユーザがログイン中
だった場合は、ロック操作後もそのセッションが無効になるまではログイン状態のままとなります。ロックした上
でユーザを強制的にログアウトさせるには、該当ユーザのセッションディレクトリを削除してください。

ユーザのセッションディレクトリ取得については、" 外部公開インタフェース資料 "『3.9 ユーザセッションディレク
トリの取得』をご参照ください。

 ●コマンドラインからのロックと解除
ユーザアカウントをロックするためには、 am6util を以下のコマンドライン引数と共に実行します。

am6util	--lockuser	メールアドレス1	メールアドレス2	...

ロック対象のユーザは、メールアドレスで指定します。メールアドレスにはワイルドカードの使用が可能です。例
えば、 tarou@mail1.example.com というユーザをロックしたい場合には、シェルから次のようにコマンドを実
行します。

---------------------------------- ここから ----------------------------------

#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--lockuser	tarou@mail1.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

ユーザが複数の場合には、スペース区切りで次のように指定します。

---------------------------------- ここから ----------------------------------

#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--lockuser	tarou@mail1.example.com	yamada@mail2.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

特定のドメインに所属するユーザ全てをロックする場合には、次のようにします。

---------------------------------- ここから ----------------------------------

#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--lockuser	"*@mail3.example.com"

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

ロックを解除する場合には、am6util を以下のコマンドライン引数で実行します。

am6util	--unlockuser	メールアドレス1	メールアドレス2	...

メールアドレスの指定方法は、ロックの場合と同様です。
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 ●httpプロトコルによるロックとロック解除
HTTP 経由で am6util を実行し、ユーザアカウントのロックとロック解除を行うことができます。ロック時、ロッ
ク解除時のイベントとして以下のような HTTP リクエストを行うことにより、ユーザアカウントのロックとロック
解除を行います。

 □呼び出し形式

POST 先
http://webmail.example.com/am_bin/amadmin/amutil_exec

POSTする内容

am_authid
システム管理者ログイン IDを指定します。

am_authpasswd
システム管理者パスワードを指定します。

command
ロックする場合は "lockuser"を、ロック解除する場合は "unlockuser" を指定します。

param
ロックまたはロック解除する対象の電子メールアドレスを指定します。
同時に複数のメールアドレスを対象にする場合は、スペース区切りで指定します。ワイルドカードも使用
できます。

例）http によりメールアドレスが [abc@sample.example.co.jp] のユーザをロックする場合

<form	method="POST"	action="http://webmail.example.co.jp/am_bin/amadmin/amutil_exec">

　<input	type="text"	name="am_authid"	value="sysadmin">

　<input	type="password"	name="am_authpasswd"	value="XXXX">

　<input	type="text"	name="command"	value="lockuser">

　<input	type="text"	name="param"	value="abc@sample.example.co.jp">

</form>

 □ステータス・戻り値

POST の結果、次のような結果を返します。

am6util --lockuser
---------------------------------------

Content-Type:	text/plain;	charset=UTF-8

COMMAND:	LOCKUSER

PARAM:	"abc@sample.example.co.jp"

STATUS:	200

*Total	1	user(s).

NUM	LOCK	EMAIL

1	1	abc@sample.example.co.jp

---------------------------------------

am6util --unlockuser
---------------------------------------

Content-Type:	text/plain;	charset=UTF-8

COMMAND:	UNLOCKUSER

PARAM:	"abc@sample.example.co.jp"

STATUS:	200

*Total	1	user(s).

NUM	LOCK	EMAIL

1	0	abc@sample.example.co.jp

---------------------------------------
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STATUS 項目に出力されるステータスコードは以下の通りです。

200	...	成功

500	...	認証エラー（管理者IDまたはパスワードが異なる）

501	...	am6util	コマンドの実行失敗

502	...	am6util	コマンド内でのエラー（一般的なエラー）

503	...	am6util	コマンド内でのエラー（コマンドライン引数が不正）

504	...	am6util	コマンド内でのエラー（システムエラー）

505	...	am6util	コマンド内でのエラー（AMMANAGER	との通信失敗）
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3.5 
ユーザアカウントの削除
ユーザアカウントを削除するためには、 am6util を以下のコマンドライン引数と共に実行します。

am6util	--deluser	[AMMoptions]	メールアドレス1	メールアドレス2	...

削除対象のユーザは、メールアドレスで指定します。メールアドレスにはワイルドカードの使用が可能です。また、
AMMANAGER を利用している場合は、[AMMoptions] を指定することにより、AMMANAGER が保持
するユーザデータを合わせて削除することができます。

[AMMoptions] には以下の引数を指定できます。省略された場合は、system.cfg の AMMANAGER 設定
を参照します。

--amm_host
AMMANAGERホスト名

--amm_port
AMMANAGERポート番号

--amm_authid
AMMANAGER認証用 ID

--amm_passwd
AMMANAGER認証用パスワード

	 [AMMoptions] を指定すると、管理者インタフェースの「AMMANAGER の使用（ENABLE_AMMANAGER）」
設定を無視してコマンドを実行します。

実行例）
tarou@mail1.example.com というユーザを削除したい場合には、シェルから次のようにコマンドを実行しま
す。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--deluser	tarou@mail1.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

AMMANAGER を指定する場合は、次のようにします。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--deluser	--amm_host	xxx.example.com	--amm_port	10626	--amm_authid	ammid	

--amm_passwd	ammpasswd	tarou@mail1.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

ユーザが複数の場合には、スペース区切りで次のように指定します。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--deluser	tarou@mail1.example.com	yamada@mail2.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

特定のドメインに所属するユーザ全てを削除する場合には、次のようにします。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--deluser	"*@mail3.example.com"

---------------------------------- ここまで ----------------------------------
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	 一旦削除したユーザを復旧させることはできませんのでご注意ください。

	 削除するユーザがActive!	mailからログアウトしている状態でコマンドを実行してください。ログアウトし
ているかどうか不明な場合は、強制的にログアウトさせてからコマンドを実行してください。対象ユーザ
のセッションディレクトリを削除すると、強制的にログアウトさせることができます。"Active!	mail 外部公
開インタフェース資料 "『3.9ユーザセッションディレクトリの取得』をご参照の上、対象ユーザのセッショ
ンディレクトリを削除してください。

	 このコマンドを実行すると、Active!	mail のユーザ管理 DBから登録を削除するとともに、該当するユーザ
データも削除されます。削除されるユーザデータの詳細は、"Active!	mail 外部公開インタフェース資料 "
『3.7ユーザデータ管理』をご参照ください。

	 AMMANAGERを使用して.forward や .qmail 以外から amforward を実行している環境では、このコマ
ンドでユーザの転送設定を削除することができません。AMMANAGER の「ENABLE_DEL_FORWARD_
COMMAND」および「DEL_FORWARD_COMMAND」設定を使用すると、am6util	--deluser	実行時に転送
設定を削除するコマンドを呼び出すことができます（削除するコマンドはお客様にて作成していただく必
要があります）。詳細は、“Active!	mailインストールマニュアル”『5.5	AMMANAGER	の設定』の「ENABLE_
DEL_FORWARD_COMMAND」および「DEL_FORWARD_COMMAND」をご参照ください。

	 ファイル管理オプションを使用していて、ユーザファイル保存ディレクトリがデフォルトから変更されてい
る場合は、ファイル管理用のユーザデータを手動で削除する必要があります。詳細は、『ファイル管理機
能ユーザファイル保存ディレクトリが任意の場合の注意事項』をご参照ください。

	 システム側に削除対象のユーザアカウントが存在しない状態でActive!	mail のユーザアカウント削除を実
行すると、削除に失敗することがありますのでご注意ください。（Active!	mail 側でユーザアカウントの削
除を行ってからシステム側のユーザアカウントを削除して下さい。）

 □手動で編集した .forward/.qmailによる転送設定がある場合の注意事項

am6util および Active! mail 6 のユーザ画面から転送設定を削除する際に .forward/.qmail の内容が変更さ
れますが、.forward.am6bak/.qmail.am6bak ファイルが存在しない場合、.forward/.qmail にユーザが手動
で追加した転送先メールアドレスが削除されます。

転送設定の削除時、.forward.am6bak/.qmail.am6bakファイルがある場合
.forward/.qmail 内にあるユーザが追加した転送先メールアドレスを残します。

転送設定の削除時、.forward.am6bak/.qmail.am6bakファイルがない場合
.forward/.qmail 内にあるユーザが追加した転送先メールアドレスを削除します。

am6util および Active! mail 6 に設定を上書きされないようにするためには、予め .forward/.qmail と同じディ
レクトリに .forward.am6bak/.qmail.am6bak を touch コマンド等で作成しておく必要があります。.forward/.
qmail は通常、 ユーザの UNIX ホームディレクトリに作成されますが、システム構成により異なる場所に設置さ
れることもあります。

	 外部コマンド等を指定している記述は、.forward.am6bak/.qmail.am6bak の有無にかかわらず削除され
ません。

	 既に .forward.am6bak/.qmail.am6bak が存在する場合は、新たに .forward.am6bak/.qmail.am6bak
ファイルを作成し直す必要はありません。

 □ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリが任意の場合の注意事項
ファイル管理オプションを使用していて、ユーザファイル保存ディレクトリがデフォルトから変更されている場合
は、ユーザアカウントを削除する時にファイル管理用のユーザデータを手動で削除する必要があります。以下の
手順で削除してください。ユーザファイル保存ディレクトリが初期値の場合は、この項を行う必要はありません。

	「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ」は、管理者インタフェースから確認できます。詳細
は、“Active!	mail 管理者マニュアル（ファイル管理編）”『1.1インストール直後に行う設定』「ユーザファイ
ル保存ディレクトリの設定」の「管理者インタフェースからの確認」をご参照ください。
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1. Active! mailがインストールされているWebサーバにログインし、Active! mail の sbin 
ディレクトリに移動します。

2. 以下のコマンドを使用して、削除するアカウントのユーザデータが格納されるディレクトリを
確認します。

am6util	--userdatadir	メールアドレス

例）削除するユーザアカウントのメールアドレスが「user0@example.com」の場合

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--userdatadir	user0@example.com

/usr/local/activemail/var/domain/example.com/59/user0/

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリが「/usr/local/activemail/var/filedata/」の場合、ユーザの
ファイル管理データが保存されているディレクトリは以下のようになります。

/usr/local/activemail/var/filedata/example.com/59/user0/file

DIR_USERFILEで指定したディレクトリ メールアドレスから取得した
ディレクトリの後半部分

固定値

3. 2.で確認したユーザのファイル管理データが保存されているディレクトリを削除します。
--------------------------------- ここから ----------------------------------
#	rm	-Rf	/usr/local/activemail/var/filedata/example.com/59/user0/file

--------------------------------- ここまで ----------------------------------
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3.6 
ユーザアカウントの追加
ユーザアカウントを追加するためには、 am6util を以下のコマンドライン引数と共に実行します。

am6util	--adduser	メールアドレス1	メールアドレス2	...

追加対象のユーザは、メールアドレスで指定します。例えば、 tarou@mail1.example.com というユーザを追加
したい場合には、シェルから次のようにコマンドを実行します。

---------------------------------- ここから ----------------------------------

#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--adduser	tarou@mail1.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

ユーザが複数の場合には、スペース区切りで次のように指定します。

---------------------------------- ここから ----------------------------------

#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--adduser	tarou@mail1.example.com	yamada@mail2.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

	 指定されたメールアドレスがシステム内部で使用するユーザ情報一覧テーブル（userinfo.sdb) に既に存在
する場合、そのアドレスについては失敗扱いとなります。
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3.7 
メールアドレス変更
ドメインが変更になった場合など、メールアドレスを変更する必要がある場合、以下の手順でユーザデータを移
行することができます。

 ●メールアドレス変更の流れ
メールアドレスが変更されると、ユーザデータを格納するディレクトリも変更になります。変更前と変更後で同じ
ユーザデータを使用するためには、Active! mail がインストールされているWeb サーバ上で、ユーザデータが
格納されているディレクトリを移動する必要があります。

メールアドレスの変更には、<Active! mail インストールディレクトリ >/sbin/ ディレクトリ以下に用意されている
ユーザデータ管理コマンド (am6util) を使用し、変更前のユーザを削除してから変更後のユーザを追加します。
このコマンドは、root ユーザまたは system.cfg の HTTPD_USER 項目で指定するユーザで起動する必要があ
ります。

AMMANAGER を使用している場合は、AMMANAGER 上のユーザデータおよび転送設定ファイルも移動
してください。

ファイル管理オプションを使用している場合は、メールアドレス変更前に使用していたファイル管理データを削除
してください。

	 ファイル管理オプションを使用している場合は、メールアドレスを変更するとファイル管理で使用するユー
ザデータを引き継ぐことはできません。変更前のファイル管理情報、ダウンロードチケット情報、アップ
ロードされたファイルはすべて利用できなくなります。

	 メールアドレス変更前にユーザがアップロードしたファイルが必要な場合は、メールアドレス変更前にダウ
ンロードしておいてください。サーバ上でファイルを移動しても、変更後のメールアドレスでは利用できま
せん。

 ●ユーザデータ移行の手順

 □AMMANAGERを使用していない場合

1. Active! mailがインストールされているWebサーバにログインし、Active! mail の sbin 
ディレクトリに移動します。

2. 以下のコマンドを使用して、変更前と変更後のユーザデータが格納されるディレクトリを確認
します。

am6util	--userdatadir	旧メールアドレス

am6util	--userdatadir	新メールアドレス

例）「user0@mail0.example.com」というメールアドレスを、「user1@mail1.example.jp」というメールアド
レスに変更する場合

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--userdatadir	user0@mail0.example.com

#	./am6util	--userdatadir	user1@mail1.example.jp

---------------------------------- ここまで ----------------------------------
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3. 変更前のディレクトリに格納されているユーザデータを、変更後のディレクトリ配下に移動し
ます。

変更前：/usr/local/activemail/var/domain/mail0.example.com/59/user0/

変更後：/usr/local/activemail/var/domain/mail1.example.jp/9D/user1/

	 変更前のディレクトリと変更後のディレクトリは、同じオーナー/グループである必要があります。ディレ
クトリ移動時にオーナー/グループが変更されないようにご注意ください。

4. 以下のコマンドを実行し、変更前のメールアドレスを削除します。
コマンドの詳細は、『3.5 ユーザアカウントの削除』をご参照ください。

am6util	--deluser	旧メールアドレス

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	./am6util	--deluser	user0@mail0.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

	 このコマンドを実行すると、指定したメールアドレスのユーザデータが削除されます。実行前に必ず変更
後のユーザディレクトリにデータを移動しておいてください。（手順 3）

5. 以下のコマンドを実行し、変更後のメールアドレスを追加します。
---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	./am6util	--adduser	user1@mail1.example.jp

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

 □AMMANAGERを使用している場合

1. AMMANAGERを使用していない場合と同様の手順で、ユーザデータの移動および変更前
メールアドレスの削除・変更後メールアドレスの追加を行います。

2. Active! mail の sbin ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行して転送設定を移動しま
す。

	 ドメインも変更される場合、このコマンドを実行する前に、変更後のドメインでもAMMANAGER が正し
く設定されている必要があります。

am6util	--setforward	[AMMoptions]	新メールアドレス

[AMMoptions] には以下の引数を指定できます。省略された場合は、system.cfg の AMMANAGER 設定
を参照します。

--amm_host
AMMANAGERホスト名

--amm_port
AMMANAGERポート番号

--amm_authid
AMMANAGER認証用 ID

--amm_passwd
AMMANAGER認証用パスワード

	 [AMMoptions] を指定すると、管理者インタフェースの「AMMANAGER の使用（ENABLE_AMMANAGER）」
設定を無視してコマンドを実行します。

実行例）
「user0@mail0.example.com」というメールアドレスを、「user1@mail1.example.jp」というメールアドレス
に変更する場合

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--setforward	user1@mail1.example.jp

---------------------------------- ここまで ----------------------------------
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AMMANAGER を指 定して「user0@mail0.example.com」 というメールアドレスを、「user1@mail1.
example.jp」というメールアドレスに変更する場合

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--setforward	--amm_host	xxx.example.jp	--amm_port	10626	--amm_authid	

ammid	--amm_passwd	ammpasswd	user1@mail1.example.jp

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

	 コマンド実行時に system.cfgとuser.cfg を参照し、「転送したメールをサーバに残す」の設定を含めて移
動します。

	 変更前と変更後のドメインが異なる場合は、管理者インタフェースから両ドメインの「転送元メール削除
機能」の設定が同一になっているか確認してください。同一になっていれば問題ありませんが、「転送元
メール削除機能」が「ユーザ設定」の環境から「無効（すべて残す）」の環境に転送設定を移動すると、
転送したメールを削除する設定が残ったままになりますが、ユーザ画面に転送元メール削除に関する設
定項目は表示されなくなります。その場合は、該当ユーザが転送設定を保存し直すことにより転送設定が
更新されます。

 ●ユーザのファイル管理データの削除
メールアドレスを変更すると、チケット情報等のユーザのファイル管理データは引き継ぐことができません。ユー
ザのメールアドレスを変更したら、変更前に使用していたユーザのファイル管理データを削除する必要がありま
す。「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ（DIR_USERFILE）」の設定により手順が異なりますの
で、お使いの環境に合わせて削除してください。ファイル管理オプションを利用していない環境では、この項の
手順は必要ありません。

	「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ」は、管理者インタフェースから確認できます。詳細
は、“Active!	mail 管理者マニュアル（ファイル管理編）”『1.1インストール直後に行う設定』「ユーザファイ
ル保存ディレクトリの設定」の「管理者インタフェースからの確認」をご参照ください。

	『ユーザデータ移行の手順』でユーザデータを移動済みという前提で記述しています。

 □「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ」が初期値の場合
「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ」を初期値から変更せずに利用している場合、削除対象とな
るユーザのファイル管理データはメールアドレス変更後のユーザディレクトリ配下に移動されています。以下の手
順で削除してください。「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ」の初期値は、「ユーザデータディレ
クトリ（DIR_USERDATA）」と同じです。

1. Active! mailがインストールされているWebサーバにログインし、Active! mail の sbin 
ディレクトリに移動します。

2. 以下のコマンドを使用して、変更後のユーザデータが格納されるディレクトリを確認します。

am6util	--userdatadir	新メールアドレス

例）変更後のメールアドレスが「user1@example.com」の場合

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--userdatadir	user1@example.com

/usr/local/activemail/var/domain/example.com/9D/user1/

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

この場合、ユーザのファイル管理データが保存されているディレクトリは以下のようになります。

/usr/local/activemail/var/domain/example.com/9D/user1/file
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3. 2.で確認したユーザのファイル管理データが保存されているディレクトリを削除します。
--------------------------------- ここから ----------------------------------
#	rm	-Rf	/usr/local/activemail/var/domain/example.com/9D/user1/file

--------------------------------- ここまで ----------------------------------

 □「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ」が任意の場合
「ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリ」を初期値から変更して利用している場合、削除対象となる
ユーザのファイル管理データは『ユーザデータ移行の手順』で移動されないと想定されるため、メールアドレス
変更前のファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリに残っています。以下の手順で削除してください。

1. Active! mailがインストールされているWebサーバにログインし、Active! mail の sbin 
ディレクトリに移動します。

2. 以下のコマンドを使用して、変更前のユーザデータが格納されるディレクトリを確認します。

am6util	--userdatadir	旧メールアドレス

例）変更前のメールアドレスが「user0@example.com」の場合

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--userdatadir	user0@example.com

/usr/local/activemail/var/domain/example.com/59/user0/

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

ファイル管理機能ユーザファイル保存ディレクトリが「/usr/local/activemail/var/filedata/」の場合、ユーザの
ファイル管理データが保存されているディレクトリは以下のようになります。

/usr/local/activemail/var/filedata/example.com/59/user0/file

DIR_USERFILEで指定したディレクトリ メールアドレスから取得した
ディレクトリの後半部分

固定値

3. 2.で確認したユーザのファイル管理データが保存されているディレクトリを削除します。
--------------------------------- ここから ----------------------------------
#	rm	-Rf	/usr/local/activemail/var/filedata/example.com/59/user0/file

--------------------------------- ここまで ----------------------------------
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3.8 
転送設定のメールサーバへの適用
AMMANAGER を使用してメールを転送している場合、Active! mail の転送設定はユーザディレクトリに
forward.pld という名前で保存されています。サーバのリプレースなどでメールサーバが変更になった場合は、
ユーザの既存の転送設定を新しいメールサーバに適用する必要があります。

Active! mail の転送設定をメールサーバに適用するには、am6util を以下のコマンドライン引数と共に実行しま
す。

am6util	--setforward	[AMMoptions]	メールアドレス

対象のユーザは、メールアドレスで指定します。スペース区切りで複数のメールアドレスを指定することができま
す。また、メールアドレスにはワイルドカードの使用が可能です。

[AMMoptions] には以下の引数を指定できます。省略された場合は、system.cfg の AMMANAGER 設定
を参照します。

--amm_host
AMMANAGERホスト名

--amm_port
AMMANAGERポート番号

--amm_authid
AMMANAGER認証用 ID

--amm_passwd
AMMANAGER認証用パスワード

	 [AMMoptions] を指定すると、管理者インタフェースの「AMMANAGER の使用（ENABLE_AMMANAGER）」
設定を無視してコマンドを実行します。

	 ユーザディレクトリに転送設定ファイルが存在する前提で記述しています。Active!	mail が動作するWeb
サーバも変更になった場合は、予め新しいサーバのユーザディレクトリに転送設定ファイルを移動してお
いてください。

	 コマンド実行時に system.cfgとuser.cfg を参照し、「転送したメールをサーバに残す」の設定を含めて移
動します。

	 AMMANAGER がメールサーバで動作している前提で記述しています。

例） tarou@mail1.example.com というユーザの転送設定をメールサーバに適用したい場合には、シェルから
次のようにコマンドを実行します。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--setforward	tarou@mail1.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

AMMANAGER を指定する場合は、次のようにします。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--setforward	--amm_host	xxx.example.com	--amm_port	10626	--amm_authid	

ammid	--amm_passwd	ammpasswd	tarou@mail1.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------
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ユーザが複数の場合には、スペース区切りで次のように指定します。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--setforward	tarou@mail1.example.com	yamada@mail2.example.com

---------------------------------- ここまで ----------------------------------

全ユーザの転送設定をメールサーバに適用するには、次のようにします。

---------------------------------- ここから ----------------------------------
#	cd	/usr/local/activemail/sbin

#	./am6util	--setforward	"*"

---------------------------------- ここまで ----------------------------------
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4.1 
共有メールボックスの概要

 ●共有メールボックスの定義
Active! mail 6では、RFC2342で定義されているIMAP NAMESPACE応答の"Personal Namespace(s)", 
"Other Users' Namespace(s)", "Shared Namespace(s)" のうち、後者の 2 つの名前空間に属する全てのメー
ルボックスを「共有メールボックス」として扱います。

 ●対応 IMAPサーバ
Active! mail 6.4 以降では、Courier-IMAP 4.x の仮想共有メールボックスに対応しています。

 ●共有メールボックスの設定

 □管理者インタフェースからの設定

1. Active! mail の管理者インタフェースにログインし、「ドメインの編集」画面を開きます。

2. 「必須設定／受信サーバ設定」を開きます。

3. 「共有メールボックスを表示する」の項目を「表示する」に設定します。
詳細は、『2.4 システム設定 - ドメイン設定』をご参照ください。

 □ IMAPサーバでの設定

RFC2342  "IMAP4 Namespace" の定義に合わせて、ご利用の IMAP サーバで適切に設定してください。



111

4
4.2 

仕
様
と
制
限
事
項

4.2 
仕様と制限事項
共有メールボックスに関する Active! mail 6 の仕様と制限事項を以下に記します。

 □ユーザ画面

メインメニューのサブメニューに表示されるフォルダ
メインメニューの〈メール受信〉タブにあるサブメニューから、共有メールボックス配下のフォルダを選
択することはできません。

エラー表示
ユーザに共有メールボックス配下のフォルダへの書き込み権限がない場合は、メールの移動・コピー・削
除時にエラーを表示します。フラグ操作等、その他の操作に関してはエラーは表示されません。
メール情報の参照権限がないフォルダを選択した場合は、空のメール一覧を表示し、エラーは表示され
ません。

メール検索
メール検索において「全てのフォルダ」が対象になっている場合、共有メールボックス内も検索対象とな
ります。検索結果のフォルダ名に「*」が表示される場合は、共有メールボックス配下のフォルダである
ことを示します。

POPアカウント管理
POPアカウント管理の DLフォルダ選択メニューには、共有メールボックス配下のフォルダは表示されま
せん。

フィルタリング（振り分け）
フィルタリング（振り分け）のフォルダ選択メニューには、共有メールボックス配下のフォルダは表示さ
れません。

モバイル版での表示
モバイル版では、共有メールボックス配下のフォルダは、フォルダ名の先頭に「*」を付加して表示します。

 □Active! mailの動作

初回ログイン時の制限
ユーザの初回ログイン時に限り、フォルダ管理画面で対象フォルダを「購読する」設定に変更しないと、
共有メールボックス配下のフォルダが表示されません。また、後から共有メールボックス配下のフォルダ
を作成・削除等の変更があった場合、変更のあったフォルダも同様となります。既にユーザのメールキャッ
シュに存在するフォルダの購読状態に関しては、次回ログインの際に自動的に反映されます。

共有メールボックスのメールキャッシュ
共有メールボックス配下のメールキャッシュは、各ユーザのデータディレクトリにある「mailcache」ディ
レクトリ以下に保存されます。個人メールボックスと同様に「フォルダ管理」画面でキャッシュを削除す
ることができます。

共有メールボックスの権限
Active! mail側では、共有メールボックスの ACL（Access Control List）は関知しておりません。共有メー
ルボックスに対して、ユーザの全ての操作が許可されているものとして動作します。
例）ReadOnlyであっても、「共有メールボックスへ移動」「共有メールボックスへコピー」等のメニュー
が表示されます。

開封確認通知
共有メールボックス内のメールに開封確認通知要求があっても、メール表示の際に開封確認通知は送信
しません。

外部公開 API によるメール情報の取得
外部公開 APIは、共有メールボックスに対応しておりません。
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5.1 
自動アーカイブコマンド

 ●自動アーカイブ機能とは
ユーザの「受信箱」フォルダにあるメールのうち、一定期間を経過したメールを指定したフォルダに移動する機
能です。自動アーカイブ機能を利用するには、管理者インタフェースから利用するように設定を行ってから、自動
アーカイブコマンドを実行する必要があります。

管理者インタフェースでは機能の利用可否と移動先フォルダの指定のみ行い、移動するまでの期間などの設定は、
コマンドで指定します。この項では、コマンドの使用方法について説明します。管理者インタフェースでの設定
は、『2.3 システム設定 - 全体設定』の「アプリケーション設定」をご参照ください。

 ●コマンドの概要
自動アーカイブ機能で使用する、メールを移動するためのコマンドです。パッケージをインストールすると、sbin
ディレクトリ配下に自動アーカイブコマンド（am6autoarchive）が展開されます。

管理者インタフェースで自動アーカイブ機能を「利用する」に設定すると、ユーザのログイン時に認証情報を暗号
化したログイン情報ファイル（login.info）を作成し、ユーザディレクトリに保存します。自動アーカイブコマンド
は、その認証情報を使用して IMAP にログインします。

コマンドを実行すると、「受信箱」フォルダにあるメールのうち指定した期間を過ぎたものを「アーカイブ」フォル
ダに移動し、さらにメールキャッシュを作成します。1 回の実行ですべての対象ユーザのメールボックスを順次参
照し、メールを移動します。

コマンド実行時にログイン情報ファイルが存在しないユーザは、アーカイブ処理をスキップします。

 ●実行方法と設定

 □コマンドの実行
以下のパラメータを用いて、自動アーカイブコマンド（am6autoarchive）を実行します。指定されたすべての条
件を満たすメールを移動します。

	 必ず root ユーザで実行してください。

sbin/am6autoarchive	TARGET	[option]

TARGET
自動アーカイブ処理の対象とするユーザを以下の引数で指定します。必ずどちらかを指定してください。
--userlistと --alluserが同時に指定された場合は、--userlistが優先されます。

--userlist FILENAME
アーカイブ実行対象のユーザリストファイルを作成し、FILENAMEで指定してください。ユーザリ
ストファイルには、対象ユーザのメールアドレスを改行区切りのテキストで記述してください。

--alluser
ログイン情報ファイルが存在する全ユーザを対象にします。
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--loglevel [LEVEL]
実行時に出力するログレベルを指定します。
error, warn, notice, info, debugのいずれかひとつを指定してください。このオプションを省略
した場合は、管理者インタフェースの「ログ出力設定」で指定されたログレベルになります。

--auto_archive_target_date [NUMBER]
アーカイブ対象とするメールの期限を日単位で指定します。指定した日数を経過したメールがアー
カイブ対象となります。このオプションを省略した場合は、180（日）です。コマンド内での対象
期間の計算は、GMT（Greenwich Mean Time）で行います。

--auto_archive_target_unflag
フラグなしのメールだけをアーカイブ対象とします。このオプションを省略した場合は、フラグの
状態は無視されます。

--auto_archive_target_seen
既読メールのみをアーカイブ対象とします。このオプションを省略した場合は、既読／未読状態
は無視されます。

実行例）user.txt というユーザリストを指定して、360 日以上経過した既読メールをアーカイブする場合

sbin/am6autoarchive	--userlist	user.txt	--auto_archive_target_date	360	--auto_archive_target_

seen

 □cronへの登録

cron に登録することで、期限の過ぎたメールを定期的にアーカイブすることが可能です。

（1日1回午前 2時に起動する場合の例）

0	2	*	*	*	/usr/local/activemail/sbin/am6autoarchive	TARGET	[option]

	 複数 Webサーバ構成の場合は、各サーバで実行する時間をずらしてください。

 □注意事項

• 対象ユーザの対象となるメールを順次移動します。特に、初回実行時は、移動対象となるメールが大量
になる可能性があります。コマンド実行完了までに時間がかかる可能性がありますので、対象ユーザを
限定する、auto_archive_target_date を長めにする等のオプションを適宜指定してください。

• コマンド実行時にアーカイブフォルダが存在しない場合は、アーカイブフォルダを作成して移動します。

 ●ログファイル
Active! mail のログディレクトリ（system.cfg の DIR_LOG 項目で指定されたディレクトリ）配下に、
am6autoarchive.log でログファイルを生成します。定期的に削除するか、ログローテート設定をしていただくよ
うお願いします。

（ログローテート設定の例）

#	vi	/etc/logrotate.d/am6autoarchive

/usr/local/activemail/var/log/am6autoarchive.log	{

missingok

notifempty

daily

rotate	10

}

上記の設定では、毎日ログローテートを行い、最大 10 ファイル（10 日分）を保持します。
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 ●補足と制限事項
• コマンド実行時にユーザのログイン情報ファイルが作成されていない場合は、該当ユーザのメールの移

動処理がスキップされます。
• ユーザの IMAP パスワードを変更した場合、パスワード変更後にユーザが Active! mail にログインし

た時点でログイン情報ファイルが更新されます。パスワードを変更してからログイン情報ファイルが更新
されるまでの間にコマンドが実行された場合は、認証エラーにより該当ユーザのメールの移動処理がス
キップされます。

• ユーザのログイン中にコマンドが実行された場合、移動可能な状態であればメールを移動します。ユー
ザの操作とコマンドの処理が競合するおそれがある場合は、該当ユーザのメールの移動処理がスキップ
されることがあります。

• ユーザのログイン中にメールが移動された場合、メール一覧の表示とコマンド処理のタイミングにより、
「メール一覧に表示されていても実メールは移動済み」となる可能性があります。メール一覧の更新で正
しく表示されます。

• TARGET に --userlist を指定した場合のユーザリストファイルの名前と配置場所は任意です。コマン
ド実行時にパスとファイル名を適切に指定してください。

• 複数 Web サーバ構成の場合は、各サーバで実行する時間をずらしてください。
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5.2 
添付ファイルの削除

 ●添付ファイル削除機能とは
ユーザが選択したメールの本文を残し、添付ファイルだけを削除する機能です。添付ファイル削除機能を利用す
るには、管理者インタフェースから利用するように設定を行ってから、添付ファイル削除コマンドを実行する必要
があります。

管理者インタフェースでは機能の利用可否のみ行い、実際の削除はコマンドが行います。この項では、コマンド
の使用方法について説明します。管理者インタフェースでの設定は、『2.4 システム設定 - ドメイン設定』の「拡
張設定／メール受信設定」をご参照ください。

 ●コマンドの概要
添付ファイル削除機能では、ユーザが選択した添付ファイル付きのメールに対し、添付ファイルを削除した上で
添付ファイル部分以外のメールを再度サーバの同一フォルダに追加（append）します。添付ファイルの削除はコ
マンドが行い、その前後の処理は Active! mail が行います。管理者インタフェースから「添付ファイル削除機
能」を有効化すると、実際に添付ファイルの削除を行うための添付ファイル削除コマンドが呼び出されます。

 ●処理の流れ
添付ファイル削除機能の処理の流れは以下の通りです。

1. 添付ファイル削除の対象となるメールソースをActive! mailから標準入力へ入力し添付ファ
イル削除コマンドを呼び出す
複数のメールが選択されている場合は、1 通ずつ処理を実行します。

2. 添付ファイル削除コマンドが標準入力からメールソースを受け取る

3. メールソースから添付ファイルパートを削除する
添付ファイルが存在しない場合は、何もせずそのまま標準出力に出力します。

4. 3.で残ったパートのメールソースを標準出力に出力する

5. Active! mailが標準出力からメールソースを受け取りメールサーバに追加する

6. 添付ファイルを削除する前の元のメールを移動する
設定により、「ごみ箱への移動」と「サーバからの削除」を選択できます。

 ●コマンドの編集と設置
パッケージをインストールすると、<amdir>/sbin/ ディレクトリ配下にサンプルスクリプトとして delattach_
sample が展開されます。サンプルスクリプトを参考にしてお客様の環境に合わせて編集し、delattach にリネー
ムして設置してください。

	 サンプルスクリプトは、ごく基本的なものです。添付ファイルの形式やエンコード形式等により、添付ファ
イルを削除できない場合があります。
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	 サンプルスクリプトに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめ御了承ください。

 ●ステータス・戻り値
処理終了時に、成功／失敗を示すステータスコードを返します。ステータスコードは以下の通りです。0 以外で終
了した場合は、標準出力されたメールのメールサーバへの追加および元メールの削除は行われません。なお、エ
ラー内容の詳細は、ログに出力される場合があります。

0	...	成功

1	...	失敗（メールソース取得失敗）

2	...	失敗（添付ファイル削除コマンド実行失敗）

3	...	失敗（メールサーバへの追加失敗）

4	...	失敗（元メールの削除失敗）

 ●補足と制限事項
• Content-type:multipart が指定されているメールを添付ファイルありとして処理します。
• UUENCODE 形式の添付ファイルは、削除対象となりません。
• メールサーバへの追加は、元のメールと同一のフォルダに対して行われます。
• 添付ファイル削除後のメールは、元のメールと比較して以下のように変更されます。

1. 削除された添付ファイルと同名で「添付ファイルは削除されています」という内容のテキストファ
イルが追加されます。

2. 受信日時が元のメールの送信日時になります。

3. 元のメールの状態にかかわらず、未読になります。

• 添付ファイル削除後のメールも、メール一覧上では添付ファイルありとして表示されます。
• 選択されたメールに対する処理が終了したら、添付ファイル削除に成功したメールの数がユーザ画面に

表示されます。
• 複数のメールを選択して添付ファイル削除を実行したときに、途中でエラーが発生した場合はエラーの

内容により以降の処理が異なります。

「メールソースの取得失敗」「添付ファイル削除コマンド実行失敗」が発生した場合
該当メールの処理を中断し、以降のメールの処理を続けて行います。

「メールサーバへの追加失敗」「元メールの削除失敗」が発生した場合
該当メールの処理を中断し、以降のメールの処理は行いません。また、ユーザ画面には中断した
というエラーメッセージが表示されます。

• 選択されたすべてのメールが以下のいずれかの結果になり、添付ファイルの削除に成功したメールが存
在しない場合は、ユーザ画面にはメッセージは表示されません。

1. メールに添付ファイルが存在しない（Content-Type が multipart ではない）

2. メールソースの取得に失敗した

3. 添付ファイル削除コマンドの実行に失敗した
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6.1 
ログインできない

 ●管理者インタフェースが参照できない /管理者インタフェースへのログ
インに失敗する

原因 1 URLが間違っている

解決方法
正しい URLを確認してアクセスしてください。

原因 2 HTTPサービスのエイリアス設定が間違っている

解決方法
HTTPサービスのエイリアス設定を確認してください。エイリアス設定が間違っていると、ログイン画面
が表示されません。

原因 3 HTTPサービスのアクセス制限によりアクセスできない

解決方法
HTTPサービスのアクセス制限設定を確認してください。

原因 4 非推奨のブラウザを使用している

解決方法
管理者インタフェースへのアクセスでは、Windows版Mozilla Firefox ESR 45以上またはMicrosoft 
Internet Explorer 9以上を使用してください。これ以外のブラウザでの管理者インタフェースの使用は、
ログインの失敗や、正しく設定変更が行えない原因となる場合があります。

原因 5 ログイン IDまたはパスワードが間違っている

解決方法
ユーザ IDは “sysadmin”、初期パスワードは “sysadmin” となっています。パスワード変更後、どうし
てもパスワードが思い出せないような場合、var/domain ディレクトリ内の adminid.pld を削除するこ
とで、管理者情報を初期化できます。
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Active! mail 6.57の新機能・仕様
変更
Active! mail 6.57 の主な新機能および仕様変更は以下の通りです。ここには、ユーザ画面に影響する内容およ
び管理者設定が追加・変更された項目のみ記載しています。ここに記載のないすべての新機能・仕様変更を見る
には、リリースノートをご参照ください。

 ●新機能

 □全般

対応ブラウザの拡充
PC版対応ブラウザとしてGoogle ChromeとMicrosoft Edgeを追加しました。各ブラウザの対応状
況の詳細は、弊社Webサイトの FAQをご参照ください。

 □メール作成

送信前プレビュー時の Reply-to表示
メール作成の送信前プレビューで、選択中のプロフィールに設定されている返信先（Reply-to）ヘッダを
表示する機能を追加しました。この機能は、PC版、スマートフォン版およびAPI利用時のメール作成画
面に適用されます。
この機能に関する直接の管理者設定はありませんが、「Reply-Toアドレスの編集機能」が「無効」に指
定されている場合は、Reply-Toヘッダを表示しません。また、「Reply-Toアドレスの編集機能」が「有
効」に指定されていても Reply-Toが設定されているプロフィールがひとつも存在しないユーザの画面で
は、Reply-toは表示されません。
「Reply-Toアドレスの編集機能」の詳細は、“本書”『2.4 ドメイン設定』「拡張設定／ユーザプロフィー
ル設定」をご参照ください。
この機能に関するユーザ設定はありません。
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スペルチェックの対象から除外する
単語の登録
ユーザの「メール作成」画面のプレビュー表示でスペルチェックを行う際に、スペルチェックの対象から除外する
単語を登録できます。

 ●除外する単語の登録

1. 除外したい単語を1行 1単語で記述した、english.excpという名前のテキストファイルを作
成します。

2. english.excpを、Active! mailの etcディレクトリに配置します。

 ●制限事項

 □english.excpについての制限事項

• english.excp が etc ディレクトリに存在しない場合は、従来通りのスペルチェック機能になります。
• 空白を中に含む単語を登録することはできません。空白が含まれる単語が english.excp に登録されて

いる場合、その単語はスペルチェック除外対象にはなりません。
• 記号を含む単語を登録することはできません。記号が含まれる単語が登録されている場合、その単語

はスペルチェック除外対象になりません。
• 単語の先頭または末尾に空白が存在する場合は、空白を除外した文字列をスペルチェックの対象とし

ます。
• english.excp 内の大文字・小文字は区別されません。

 □メール作成画面での制限事項

• 「'（アポストロフィー）」を含む単語は、「'」を含めた単語としてスペルチェックされます。「'」前後の単
語が english.excp に登録されていても、異なる単語として扱われます。

• 「'（アポストロフィー）」以外の半角記号を含む単語は、記号の前後がそれぞれ別の単語としてスペル
チェックされます。
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system.cfg設定項目一覧

 ●凡例
書式について

種類 説明 値の範囲の設定
RULE_TEXT 複数行テキスト 文字数の最小数と最大数を設定する。い

ずれも -1を設定した場合は無制限として
扱う。

RULE_STRING 一行テキスト 文字数の最小数と最大数を設定する。い
ずれも -1を設定した場合は無制限として
扱う。

RULE_BOOL 真偽値 常に -1を設定する。
RULE_CONFBOOL 管理者用拡張真偽値 常に -1を設定する。
RULE_NUMBER 数値 値のとりうる範囲を設定する。
RULE_FLOAT 数値 (小数部を含む ) 値のとりうる範囲を整数で設定する。
RULE_DATETIME 日時

“YYYY-MM-DD hh:mm:ss +NNNN”
形式またはこのサブセット” +NNNN” は、
GMTオフセット。

常に -1を設定する。

RULE_TIMEZONE タイムゾーン
“+NNNN (ZZZ)” 形式または” +NNNN”
形式。” ZZZ” に指定可能な文字列は、”
JST” 等。messages.cfgの TIMEZONE.
ZONE セクションのキーを参照。

RULE_ISPRINT 表示可能文字列 文字数の最小数と最大数を設定する。い
ずれも -1を設定した場合は無制限として
扱う。

RULE_LOCALPART 電子メールの "@"の前 文字数の最小数と最大数を設定する。い
ずれも -1を設定した場合は無制限として
扱う。

RULE_DOMAIN 電子メールの "@"以降 文字数の最小数と最大数を設定する。い
ずれも -1を設定した場合は無制限として
扱う。

RULE_ADDRESS 電子メールアドレス 文字数の最小数と最大数を設定する。い
ずれも -1を設定した場合は無制限として
扱う。

設定項目について

項目名 system.cfg内の項目名 書式 書式の種類
初期値 CGIの初期値。バージョンアップなどで system.cfg

に項目が存在しない場合は初期値が適用される。
最小 値の最小値 最大 値の最大値

バージョン 項目が追加されたバージョン。この欄がない項目は、6.0からあったもの。
説明 項目の説明、設定値の種類、注意事項など

 ●REGISTRATION
項目名 LICENSE_KEY 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 32 最大 39
説明 ライセンスキー。

購入時のシリアル番号を記述する。
この値から、最大ドメイン数、最大ユーザ数、使用期限、オプションなどを取得できる。
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 ●COMMON SETTINGS
項目名 SELECTABLE_LANGUAGE 書式 RULE_STRING
初期値 "{en}" 最小 0 最大 255
説明 ユーザが選択可能な Active! mail で使用する言語。

"{ja, en, ko, zh-cn}"のように複数の言語コードを設定する。
（一つだけ設定する場合でも "{ja}"のように括弧で囲む）

項目名 LOGINPAGE_LANGUAGE 書式 RULE_STRING
初期値 “auto” 最小 0 最大 255
説明 ログイン画面の言語。

自動判別（"auto"）又は言語コード（"ja","en","ko","zh-cn"のいずれか）を設定する。ブラウザ
の「言語の優先順位」設定により自動判別される。
※自動判別に失敗した場合、SELECTABLE_LANGUAGEの値に "en"があれば "en"を使用する。
"en"が無ければ、SELECTABLE_LANGUAGEの中の先頭の項目が使用される。

項目名 AM_AUTHID_TYPE 書式 RULE_STRING
初期値 “without-domain-default” 最小 0 最大 31
説明 ログイン IDの入力方法。

ログイン IDにドメイン名を含めるかどうかを設定する。ドメイン名を含む（"with-domain-
default"）、ドメイン名を含まない（"without-domain-default"）、どちらでも可（"any-default"）、
のいずれかを設定する。

項目名 AM_AUTHID_CASEIGNORE 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
説明 ログイン IDの大文字小文字の判別。

ログイン IDの大文字と小文字を区別する場合は "off"を設定する。区別しない（大文字を小文
字に変換する）場合は "on"を設定する。

項目名 ENABLE_DOMAINLIST 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
説明 ログイン画面でのドメイン選択リストの表示制御。

ドメイン選択リストをログイン画面に表示するか否かの制御を行う。
設定項目DISPLAYDOMAINで指定された内容をドメイン選択リストとして表示する（"on"）ま
たは表示しない（"off"）のいずれかを設定する。
正しく動作させるためには、設定項目DISPLAYDOMAINに有効な選択肢を複数設定しておく
必要がある。
また、AM_AUTHID_TYPE を without-domain-default に設定しておく必要がある。

項目名 DOMAINSECTION_MAPCOMMAND_TYPE 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30
説明 ドメインセクション解決コマンドを使用するか否か指定する。

使用する場合は "on"、使用しない場合は "off"を設定する。
"on"の場 合 は DOMAINSECTION_MAPCOMMAND にコマンドのパ スを指 定し、ENABLE_
DOMAINLISTを "off"にすること。

項目名 DOMAINSECTION_MAPCOMMAND 書式 RULE_STRING
初期値 "sbin/domainmap_normal" 最小 0 最大 255
バージョン 6.30
説明 ドメインセクション解決コマンドのパスを指定する。

項目名 ENABLE_DOMAINSECTION_PASSWD 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30
説明 ドメインセクション解決コマンドのパスワード引数。

有効（"on"） または 無効（"off"）を設定する。
項目名 DOMAINSECTION_MAPCOMMAND_USERPARAMS 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 255
バージョン 6.30
説明 ドメインセクション解決コマンドへの追加パラメータを設定する。

ここで設定した内容が user_[ ] として追加される。
項目名 SAVE_LOGININFO 書式 RULE_STRING
初期値 "on" 最小 0 最大 31
説明 ログイン情報の保存。

ブラウザにログイン情報を保存する機能を設定する。ブラウザにログイン情報を保存する
（"on"）、パスワード以外のログイン情報を保存する（"secure"）、保存しない（"off"）、のいずれ
かを設定する。
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項目名 CGI_AMLOGIN_NAME 書式 RULE_STRING
初期値 "amlogin" 最小 0 最大 255
バージョン 6.55
説明 ログイン CGIの名前（PC版）

項目名 CGI_MLOGIN_NAME 書式 RULE_STRING
初期値 "mlogin" 最小 0 最大 255
バージョン 6.55
説明 ログイン CGIの名前（モバイル版）

項目名 CGI_SLOGIN_NAME 書式 RULE_STRING
初期値 "slogin" 最小 0 最大 255
バージョン 6.55
説明 ログイン CGIの名前（スマートフォン版）

項目名 BROWSER_TITLE 書式 RULE_STRING
初期値 "Active! mail" 最小 0 最大 255
説明 ブラウザのタイトル（テキスト）。

文字情報のみでブラウザタイトルを記述する。
項目名 BROWSER_HTMLTITLE 書式 RULE_STRING
初期値 "<b>Active<font color=red><i>!</i></font> mail</b>" 最小 0 最大 255
説明 コンテンツ内でのタイトル（HTML）。

HTMLタグを使用してブラウザタイトルを記述する。
項目名 APP_LOGO1 書式 RULE_STRING
初期値 "standard" 最小 6 最大 8
バージョン 6.10
説明 アプリケーションで使用するロゴ（大）。

標準ロゴ（"standard"）またはカスタムロゴ（"custom"）を指定する。
項目名 APP_LOGO2 書式 RULE_STRING
初期値 "standard" 最小 6 最大 8
バージョン 6.10
説明 アプリケーションで使用するロゴ（小）。

標準ロゴ（"standard"）またはカスタムロゴ（"custom"）を指定する。
項目名 ENABLE_AMSYSTEM_MDN 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 システム内開封状況確認機能。

有効（"on"） または 無効（"off"）を設定する。
項目名 ENABLE_SMART_AUTOLOGIN 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 スマートフォン版のオートログイン機能をユーザに許可するか否か指定する。

許可する場合は "on"、許可しない場合は "off"を指定する。
項目名 SADDR_DEFAULT_ORDER 書式 RULE_STRING
初期値 "by_hurigana" 最小 0 最大 255
バージョン 6.11
説明 共有アドレス帳のデフォルトソートキー。

名前（ふりがな）順（"by_hurigana"）または役職順（"by_title"）を指定する
項目名 ENABLE_ADDR_OPTION_EXT 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52.03
説明 アドレス帳カスタム項目機能。

有効（"on"） または 無効（"off"）を設定する。
項目名 PADDRBOOK_DISPLAY_COLUMN 書式 RULE_STRING
初期値 "name,email,folder,organization" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52.03
説明 個人アドレス帳表示項目。

個人アドレス一覧の表示項目を以下から最大 5つまでカンマ区切りで指定する（nameは固定）。
名前（name）,メールアドレス（email）,フォルダ（folder）,組織（organization）,ふりがな
(hurigana）,部署（depart）,役職（title）,電話（tel1）,電話 2（tel2）,電話 3（tel3）,FAX（fax）,
郵便番号（zipcode）,国（country),都道府県（state）,市区町村（city）,番地（address）,URL
（url）,メモ（memo）。カスタム項目は「表示名（英語）」の値。
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項目名 SADDRBOOK_DISPLAY_COLUMN 書式 RULE_STRING
初期値 "name,email,folder,organization,title" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52.03
説明 共有アドレス帳表示項目。

共有アドレス一覧の表示項目を最大 5つまでカンマ区切りで指定する（nameと titleは固定）。
指定可能な項目名は PADDRBOOK_DISPLAY_COLUMNを参照。

項目名 SMAIL_PADDRBOOK_DISPLAY_COLUMN 書式 RULE_STRING
初期値 "folder,name,email,organization" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52.03
説明 個人アドレス帳表示項目（メール作成画面）。

メール作成画面の個人アドレス一覧の表示項目を最大 4つまでカンマ区切りで指定する（name
は固定）。指定可能な項目名は PADDRBOOK_DISPLAY_COLUMNを参照。

項目名 SMAIL_SADDRBOOK_DISPLAY_COLUMN 書式 RULE_STRING
初期値 "folder,name,email,title" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52.03
説明 共有アドレス帳表示項目（メール作成画面）。

共有アドレス一覧の表示項目を最大 4つまでカンマ区切りで指定する（nameと titleは固定）。
指定可能な項目名は PADDRBOOK_DISPLAY_COLUMNを参照。

項目名 ACCOUNT_LOCK_LIMIT 書式 RULE_NUMBER
初期値 0 最小 0 最大 10
バージョン 6.53
説明 ログイン認証に連続して失敗したときにアカウントをロックする機能。設定なし（0）、5回（5）、

10回（10）のいずれかを指定する。
項目名 ACCOUNT_LOCK_TERM 書式 RULE_NUMBER
初期値 10 最小 0 最大 4320
バージョン 6.53
説明 認証失敗によるアカウントをロックする期間の設定。

10 分（10）、1時間（60）、2 時間（120）、3 時間（180）、12 時間（720）、24 時間（1440）、
48時間（2880）、72時間（4320）、無制限（0）のいずれかを指定する。

項目名 LOGIN_AUTH_FAIL_LOCK 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.54.02
説明 認証失敗によるアカウントをロック中のメッセージ表示設定。

有効（“on”） または 無効（“off”）を設定する。
項目名 AMSYSTEM_MDN_DOMAIN_NAME 書式 RULE_STRING
初期値 “” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 システム内開封状況確認機能での対象ドメイン一覧。

ENABLE_AMSYSTEM_MDNが “on” の場合にシステム内開封状況確認の対象とする送付先ド
メインを指定する。複数のドメインを指定する場合は、カンマ区切りまたは改行区切りで記述す
る。大文字小文字は区別されない。
“.”（ドット）で始まるドメインは後方一致、それ以外はドメイン部分の完全一致で判定される。

項目名 AM_AUTO_ARCHIVE_USE 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 自動アーカイブ機能。

有効（"on"） または 無効（"off"）を設定する。
項目名 AM_AUTO_ARCHIVE_FOLDER 書式 RULE_STRING
初期値 “AM6_ARCHIVE” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 自動アーカイブ機能で使用する移動先フォルダの名称。
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 ●DOMAIN SETTINGS
項目名 DISPLAYDOMAIN 書式 RULE_STRING
初期値 “{default}” 最小 0 最大 255
説明 表示ドメイン。

表示するDOMAIN項目のセクション名を記述する。
“{default, item1}” のように複数のセクション名を設定する。
（一つだけ設定する場合でも” {default}” のように括弧で囲む）

項目名 DOMAIN::*.DOMAIN_NAME 書式 RULE_STRING
初期値 “localhost” 最小 0 最大 255
説明 ドメイン名を記入する。

項目名 DOMAIN::*.DISPLAY_NAME 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 255
説明 ドメイン別名。

（画面上のドメイン選択リスト等で使用する）
項目名 DOMAIN::*.DEFAULT_COUNTRY 書式 RULE_STRING
初期値 “jp” 最小 0 最大 255
説明 デフォルトの国。

国コードを指定する。
項目名 DOMAIN::*.DEFAULT_TIMEZONE 書式 RULE_TIMEZONE
初期値 “+0900 (JST)” 最小 -1 最大 -1
説明 デフォルトのタイムゾーン。

“+0900 (JST)” または” +0900” の形式で UTCからの時差を記述する。
項目名 DOMAIN::*.URL_RETURNPATH 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 1023
説明 リターン URL。

ログアウト時に移動するHTTPディレクトリ空間上でのパスを設定する。絶対パスまたは絶対
URLで指定すること。

項目名 DOMAIN::*.URL_MOBILE_RETURNPATH 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 1023
バージョン 6.01
説明 モバイル版リターン URL。

ログアウト時に移動するHTTPディレクトリ空間上でのパスを設定する。絶対パスまたは絶対
URLで指定すること。

項目名 DOMAIN::*.URL_SMART_RETURNPATH 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 1023
バージョン 6.52
説明 スマートフォン版リターン URL。

ログアウト時に移動するHTTPディレクトリ空間上でのパスを設定する。絶対パスまたは絶対
URLで指定すること。

項目名 DOMAIN::*.LOCAL_DOMAIN_NAME 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30 / 6.51仕様変更
説明 内部ドメインの指定。内部ドメインに含まれないアドレスが含まれている場合に、メール作成画

面のプレビューでハイライト表示する場合に設定する。複数のドメインを指定する場合は、カン
マ区切りまたは改行区切りで記述する。大文字小文字は区別されない。
“.”（ドット）で始まるドメインは後方一致、それ以外はドメイン部分の完全一致で判定される。

項目名 DOMAIN::*.EQUIV_LOCAL_DOMAIN 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 準内部ドメインの指定。準内部ドメインに含まれるアドレスが存在する場合に、メール作成画面

のプレビューでハイライト表示をする場合に設定する。複数のドメインを指定する場合は、カン
マ区切りまたは改行区切りで記述する。大文字小文字は区別されない。
“.”（ドット）で始まるドメインは後方一致、それ以外はドメイン部分の完全一致で判定される。

項目名 DOMAIN::*.EMAIL_MAPCOMMAND 書式 RULE_STRING
初期値 “sbin/emailmap_normal” 最小 0 最大 511
説明 E-MAILアドレスマッピングコマンドのパス。
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_EMAILMAP_PASSWD 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.02
説明 E-MAILアドレスマッピングコマンドのパスワード引数。

有効（“on”） または 無効（“off”）を設定する。
項目名 DOMAIN::*.SERVER_MAPCOMMAND 書式 RULE_STRING
初期値 “sbin/servermap_normal” 最小 0 最大 511
説明 サーバマッピングコマンドのパス。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SERVERMAP_PASSWD 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.02
説明 サーバマッピングコマンドのパスワード引数。

有効（“on”） または 無効（“off”）を設定する。
項目名 DOMAIN::*.MAPCOMMAND_USERPARAMS 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 255
バージョン 6.01
説明 E-MAILアドレスマッピングコマンド、サーバマッピングコマンドへの追加パラメータを設定する。

配列形式で設定する項目だが、1要素のみをサポート。
（一つだけ設定する場合でも” {aaa}” のように括弧で囲む）

項目名 DOMAIN::*.LDAP_SERVER 書式 RULE_STRING
初期値 "127.0.0.1" 最小 0 最大 255
バージョン 6.03
説明 アカウント管理用 LDAPサーバのホスト名。

項目名 DOMAIN::*.LDAP_PORT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "389" 最小 0 最大 65535
バージョン 6.03
説明 アカウント管理用 LDAPサーバのポート番号。

項目名 DOMAIN::*.LDAP_VERSION 書式 RULE_NUMBER
初期値 "3" 最小 2 最大 3
バージョン 6.03
説明 アカウント管理用 LDAP サーバのバージョン。"2"または "3"を指定する。

項目名 DOMAIN::*.LDAP_USERDN 書式 RULE_STRING
初期値 "uid=admin,ou=Directory administrators" 最小 1 最大 511
バージョン 6.03
説明 アカウント管理用 LDAPサーバ検索時の BIND DN。

項目名 DOMAIN::*.LDAP_PASSWD 書式 RULE_STRING
初期値 "admin" 最小 1 最大 511
バージョン 6.03
説明 アカウント管理用 LDAPサーバ検索時の BINDパスワード。

項目名 DOMAIN::*.LDAP_SEARCHBASE 書式 RULE_STRING
初期値 "dc=domain,dc=mail" 最小 1 最大 511
バージョン 6.03/6.53 変更
説明 アカウント管理用 LDAPサーバ検索時のベースDN。（バージョン 6.53で初期値を変更）

項目名 DOMAIN::*.LDAP_TIMEOUT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "50" 最小 0 最大 1440
バージョン 6.03
説明 LDAP検索のタイムアウト（秒）。

項目名 DOMAIN::*.LDAP_BIND_USER 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 LDAP連携時にユーザ DNによるバインドを行うか否か指定する。
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_LDAP_PASSWD 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.03
説明 LDAP パスワード変更連携機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_RULE_PASSWD_SEARCH 書式 RULE_STRING
初期値 "emailAddress=$EMAIL;" 最小 1 最大 511
バージョン 6.03
説明 LDAPパスワード変更時検索ルール

LDAP パスワード変更連携機能で使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_PASSWD 書式 RULE_STRING
初期値 "userPassword" 最小 1 最大 511
バージョン 6.03
説明 LDAPパスワード格納属性。

LDAP パスワード変更連携機能で使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_RULE_EMAILMAP_SEARCH 書式 RULE_STRING
初期値 “uid=$AM_AUTHID;” 最小 1 最大 511
バージョン 6.03
説明 E-MAILアドレス検索ルール（LDAP）。

emailmap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_EMAIL 書式 RULE_STRING
初期値 “emailAddress” 最小 1 最大 511
バージョン 6.03
説明 E-MAILアドレス格納属性（LDAP）。

emailmap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_RULE_SERVERMAP_SEARCH 書式 RULE_STRING
初期値 “emailAddress=$EMAIL;” 最小 1 最大 511
バージョン 6.03
説明 サーバ情報検索ルール（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_AUTHID 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 IMAP認証用 ID格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_PLAINPASSWD 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 IMAP認証用パスワード格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_IMAPSERVER 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 IMAPサーバホスト名格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_IMAPPORT 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 IMAPサーバポート番号格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_NS_PREFIX 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 IMAP名前空間の接頭辞格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_NS_DELIMITER 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 IMAP名前空間の区切子格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
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項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_SMTPSERVER 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 SMTPサーバホスト名格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_SMTPPORT 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 SMTPサーバポート番号格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_AMMANAGER_SERVER 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 AMMANAGERホスト名格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_AMMANAGER_PORT 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 AMMANAGERポート番号格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_AMMANAGER_AUTHID 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 AMMANAGER認証用 ID格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_AMMANAGER_PASSWD 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.03
説明 AMMANAGER認証用パスワード格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_POP_AUTHID 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定の認証用 ID格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.LDAP_ATTR_POP_PASSWD 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 511
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定の認証用パスワード格納属性（LDAP）。

servermap_ldapで使用する。
項目名 DOMAIN::*.IMAP_AUTHID_TYPE 書式 RULE_STRING
初期値 “without-domain” 最小 0 最大 31
説明 IMAP認証 IDの形式。

IMAP認証 IDにドメイン名を含めるかどうかを設定する。ドメイン名を含む（“with-domain”）、
ドメイン名を含まない（“without-domain”）、どちらでも可（“any”）、のいずれかを設定する。

項目名 DOMAIN::*.IMAP_SERVER 書式 RULE_STRING
初期値 “127.0.0.1” 最小 0 最大 255
説明 IMAPサーバ。

IMAPサーバの IPまたはホスト名（FQDN）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.IMAP_PORT 書式 RULE_NUMBER
初期値 “143” 最小 1 最大 65535
説明 IMAPポート。

IMAPサーバのポート番号を指定する。
項目名 DOMAIN::*.IMAP_SYNC_METHOD 書式 RULE_STRING
初期値 “date” 最小 0 最大 4
バージョン 6.40.02
説明 メールキャッシュの同期方法。次のいずれか一つを指定する。

・UIDと RFC822.SIZEを使用する：“size”
・UIDと INTERNALDATEを使用する：“date”
・UIDを使用する ：“uid”
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項目名 DOMAIN::*.IMAP_SYNC_FAST 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53.02
説明 メールキャッシュの同期省略。"on"または "off"のいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.IMAP_SYNC_FLAGCHECK 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.56
説明 ユーザフラグデータ（flagcache.dat）のエラーチェック強度。標準（"off"）または高（"on"）の

いずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.IMAP_NOOP_RESTRAINT 書式 RULE_BOOL
初期値 “on” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 IMAPの NOOPコマンドの発行を抑制する機能。"on"または "off"のいずれかを指定する。

通常は "on"での使用を推奨。
項目名 DOMAIN::*.IMAP_MBOX_SENT 書式 RULE_STRING
初期値 “Sent” 最小 0 最大 255
説明 「送信箱」とみなすメールボックスを指定する。

項目名 DOMAIN::*.IMAP_MBOX_TRASH 書式 RULE_STRING
初期値 “Trash” 最小 0 最大 255
説明 「ごみ箱」とみなすメールボックスを指定する。

項目名 DOMAIN::*.IMAP_MBOX_DRAFTS 書式 RULE_STRING
初期値 “Drafts” 最小 0 最大 255
説明 「下書き保存」とみなすメールボックスを指定する。

項目名 DOMAIN::*.IMAP_MBOX_JUNKMAIL 書式 RULE_STRING
初期値 “JunkMail” 最小 0 最大 255
説明 「迷惑メール」とみなすメールボックスを指定する。

項目名 DOMAIN::*.IMAP_INFERIOR 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
説明 フォルダ階層サポート。"on"又は "off"を指定する。

【on】子階層にはフォルダまたはメールを自由に設置可の場合
【off】子階層にはフォルダまたはメールのどちらかのみ設置可 (UW-IMAP等 )の場合

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_DETAIL_SEARCH 書式 RULE_BOOL
初期値 “on” 最小 -1 最大 -1
説明 詳細検索 (IMAP検索 )の使用。

使用する（"on"）又は使用しない（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.IMAP_INBOX_RWACCESS 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.02
説明 メール一覧取得時の INBOX参照方法。いずれかを選択（デフォルトは [off]）

・Read/Writeモード (SELECT)を使用する [on]
・Read Onlyモード (EXAMINE)を使用する [off]

項目名 DOMAIN::*.NAMESPACE_DELIMITER 書式 RULE_STRING
初期値 “auto” 最小 0 最大 4
説明 名前空間の区切子の指定。自動認識（"auto"）又はユーザ指定の区切子を記述する。「指定」

に設定した場合は、必ず NAMESPACE_PREFIXも「指定」にする必要がある。
項目名 DOMAIN::*.NAMESPACE_PREFIX 書式 RULE_STRING
初期値 “auto” 最小 0 最大 255
説明 名前空間の接頭辞の指定。

自動認識（"auto"）又はユーザ指定の接頭辞を記述する。「指定」または「無し」に設定した場
合は、必ず NAMESPACE_DELIMITERも「指定」にする必要がある。
※共有メールボックスのネームスペース・プリフィックスを指定しないこと。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_CHECKQUOTA 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
説明 メールボックス使用率表示のポップアップアラート表示可否設定。

メールボックス使用量表示を表示する（“on”）または表示しない（“off”）のいずれかを設定する。
表示する場合には、設定項目 DOMAIN::*.QUOTA_SOURCEの値を正しく設定しておく必要が
ある。
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項目名 DOMAIN::*.QUOTA_LEVEL1 書式 RULE_NUMBER
初期値 “80” 最小 0 最大 100
説明 メールボックス使用率の容量警告に関するしきい値（L1）の設定。

この設定項目は、DOMAIN::*.ENABLE_CHECKQUOTA が "on" の場合のみ有効。使用する場
合には必ず、DOMAIN::*.QUOTA_LEVEL2 （L2）も設定しておく必要がある。
メールボックス使用率（Q）％ により、警告表示状態が異なる。
Q <= L1 の場合：警告なし
L1 < Q <= L2 の場合：ログイン時に容量が L1 ％を超えている旨を警告
L2 <= 100 の場合：ログイン時に容量が L2 ％を超えている旨を警告
100 < Q の場合：ログイン時に容量が 100 ％を超えている旨を警告

項目名 DOMAIN::*.QUOTA_LEVEL2 書式 RULE_NUMBER
初期値 “90” 最小 0 最大 100
説明 メールボックス使用率の容量警告に関するしきい値（L2）の設定。

詳細は DOMAIN::*.QUOTA_LEVEL1 の説明を参照。
項目名 DOMAIN::*.DISP_ALL_IMAP_MBOX 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.11
説明 すべての IMAPフォルダを購読済みとみなすか否かを "on"又は "off"で設定する。

"on"の場合には、LSUB の結果は無視され、すべてのメールボックスを購読済みとみなされる。
ただし、「.」（ドット）から始まるメールボックスは常に非表示となる。この設定が "on"の場合、ユー
ザのフォルダ管理画面の「購読する」「購読しない」というメニューが非表示になる。

項目名 DOMAIN::*.DISP_SPECIAL_MBOX 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.22
説明 「mbox」という名前のフォルダを表示するか否かを設定する。無効（非表示）の場合、mboxフォ

ルダおよびmbox以下にあるフォルダやメールに関係する操作も無効となる。
"on" :有効（mboxフォルダを表示）
"off" : 無効（mboxフォルダを非表示）

項目名 DOMAIN::*.DISP_JUNKMAIL 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30
説明 メールフォルダ一覧に「迷惑メール」フォルダを表示するか否かを設定する。表示する ("on")ま

たは表示しない ("off")を指定する。表示しないに設定すると、迷惑メール関連の表示と機能が
全て非表示になる。
DOMAIN::*.ENABLE_TOOL_SPAMが "on"の場合は、この設定も "on"にする必要がある。

項目名 DOMAIN::*.DISP_SHARED_MBOX 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.40
説明 メールフォルダ一覧に共有メールボックスを表示するか否かを設定する。表示する ("on")または

表示しない ("off")を指定する。表示するに設定し、かつ、Mailサーバ上に共有メールボックス
が存在する場合に限りユーザ画面に表示される。メールフォルダ一覧に表示されない場合は、
関連項目も表示されない。

項目名 DOMAIN::*.SMTP_SERVER 書式 RULE_STRING
初期値 "127.0.0.1" 最小 0 最大 255
説明 SMTPサーバ。

SMTPサーバの IPまたはホスト名（FQDN）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.SMTP_PORT 書式 RULE_NUMBER
初期値 “25” 最小 1 最大 65535
説明 SMTPポート。

SMTPサーバのポート番号を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SMTP_AUTH 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.20
説明 SMTP認証を行うか否かの設定。

この設定が "on"の場合、メール送信時に SMTP認証が行われる。"off"（デフォルト）の場合
には SMTP認証を行わない。SMTP認証は、CRAM-MD5認証 , LOGIN認証 , PLAIN認証に
対応している。"on"の場合でも、メール転送機能については SMTP認証は行われない。

項目名 DOMAIN::*.INSPECTOR_EMAIL 書式 RULE_ADDRESS
初期値 ““ 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.02
説明 監査用メールアドレス。

ユーザが送信したメールのコピーを、ここで指定されたメールアドレスに強制的に送信する。
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項目名 DOMAIN::*.SEND_INTERVAL 書式 RULE_NUMBER
初期値 “0” 最小 0 最大 999
バージョン 6.56
説明 メール送信間隔制限。制限する間隔を秒で指定する。

項目名 DOMAIN::*.SEND_INTERVAL_LIMIT 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.56
説明 メール送信間隔制限 (SEND_INTERVAL)を設定している時に、エラーメッセージに制限されて

いる時間を表示するか否か指定する。onで表示、offで非表示。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AMMANAGER 書式 RULE_BOOL
初期値 “on” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.01
説明 AMMANAGER の使用可否を設定する。

フィルタリング転送やメールボックス使用量の参照などを行う場合は、AMMANAGER を使用す
る。使用する場合は、AMMANAGER との通信に必要な設定も併せて行う必要がある。
使用する（“on”）または使用しない（“off”）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.AMMANAGER_SERVER 書式 RULE_STRING
初期値 “127.0.0.1” 最小 0 最大 255
説明 AMMANAGERサーバ。

AMMANAGERサーバの IPまたはホスト名（FQDN）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.AMMANAGER_PORT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "10626" 最小 1 最大 65535
説明 AMMANAGERポート。

AMMANAGERサーバのポート番号を指定する。
項目名 DOMAIN::*.AMMANAGER_AUTHID 書式 RULE_STRING
初期値 “ammanager” 最小 0 最大 255
説明 AMMANAGERへのログイン ID。

項目名 DOMAIN::*.AMMANAGER_AUTHPASSWD 書式 RULE_STRING
初期値 “ammanager “ 最小 0 最大 255
説明 AMMANAGERへのログインパスワード。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MAILHOME 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.22
説明 メールホーム機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.DISP_LOGIN_HISTORY 書式 RULE_STRING
初期値 "login-logout-ip" 最小 3 最大 15
バージョン 6.01
説明 ログイン・ログアウト情報の表示。

『有効（IPアドレスを表示する）』（"login-logout-ip"）、『有効（IPアドレスを表示しない）』
（"login-logout"）、『無効』（"off"）のいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SCHEDULER 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 スケジューラ機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MAIL_RECENT 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 新着表示機能について、有効（"on"）、無効（"off"）のいずれかを指定する。

受信サーバの種類や構成によっては、新着メールの有無や件数を正しく取得できない。この場
合には、無効（"off"）に設定して使用する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AUTO_UPDATERECENT 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50 / 6.51仕様変更
説明 ログイン中にサーバに新着メールがあった場合に通知する機能。有効（"on"）、無効（"off"）の

いずれかを指定する。受信サーバの種類や構成によっては、新着メールの有無を正しく取得でき
ない。この場合には、無効（"off"）に設定して使用する。
※ユーザ設定（"any"）は、6.51で廃止。
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項目名 DOMAIN::*.CHECKRECENT_INTERVAL 書式 RULE_NUMBER
初期値 "15" 最小 5 最大 30
バージョン 6.52
説明 新着メール自動通知機能で、自動確認を行う間隔を分単位で設定する。

5分～ 30分までの間隔（管理者インタフェースでは 5分刻み）で設定できる。
※自動確認間隔は、管理者のみが設定できる。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_UPDATE_MAILFOLDER 書式 RULE_STRING
初期値 "on" 最小 ２ 最大 9
バージョン 6.50
説明 ログイン時にフォルダ一覧を更新する機能。有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザが設定する（デフォ

ルトは on）（"check_on"）、ユーザが設定する（デフォルトは off）（"check_off"）のいずれか
を指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_LOGOUTEMPTYTRASH 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
説明 ログアウト時にごみ箱を空にする機能。

有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_QUOTA 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 ユーザ毎のディスク使用状況表示（Quota）。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.QUOTA_SOURCE 書式 RULE_STRING
初期値 "imap" 最小 0 最大 31
説明 Quotaの値の取得方法を指定する。

"imap": IMAPサービスから取得 (「GETQUOTAROOT INBOX」コマンドが利用可能な場合 )
"imap_getquota": IMAPサービスから取得（「GETQUOTAROOT INBOX」コマンドが利用不可
の場合）
"system": システムから取得

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_CHECKUNSEEN 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 未読メールの自動確認機能。

有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.CHECKUNSEEN_INTERVAL 書式 RULE_NUMBER
初期値 "15" 最小 5 最大 30
説明 未読メールの自動確認機能で、自動確認を行う間隔を分単位で設定する。

5分～ 30分までの間隔（管理者インタフェースでは 5分刻み）で設定できる。
※自動確認間隔は、管理者のみが設定できる。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SEND_HTML_MAIL 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30
説明 HTMLメール送信機能の使用。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENTER_MODE_HTML_MAIL 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 HTMLメール作成時の [Enter]キーの動作設定。

段落にする（"on"）、改行にする（"off"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SPELLCHECK_WIN 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.54.02
説明 メール本文のスペルチェック結果を別ウィンドウで表示する機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_HEADER_REPLY 書式 RULE_STRING
初期値 "off" 最小 0 最大 5
バージョン 6.50.02
説明 返信時メールヘッダ付加機能の使用。以下のいずれかを指定する。

"off"：ヘッダを付加しない
"min"：From/date を付加
"max"：Subject/From/Date/To/Cc を付加
"u-off"：ユーザ設定（デフォルトは off）
"u-min"：ユーザ設定（デフォルトはmin）
"u-max"：ユーザ設定（デフォルトはmax）
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_INLINE_HTML_PREVIEW 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30
説明 HTMLメールのインライン表示機能の使用。

有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MDN_SEND 書式 RULE_STRING
初期値 "off" 最小 2 最大 12
バージョン 6.10
説明 開封確認通知要求の使用。

"on": 有効（全ての送信メールで開封確認要求をする）
"checkbox_on" : 有効（送信画面にチェックボックスを表示 on）
"checkbox_off": 有効（送信画面にチェックボックスを表示 off）
"off": 無効

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MDN_RECEIVE 書式 RULE_STRING
初期値 "off" 最小 2 最大 12
バージョン 6.10
説明 開封確認メール受信時の応答。

"on": 有効（無条件で開封通知メールを送り返す）
"on_confirm" : 有効（メール開封時に選択する）
"usr_setting": ユーザ設定
"off": 無効

項目名 DOMAIN::*.DISP_ATTACH_SIZE_MAIL_PREV 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.56
説明 メール作成のプレビュー画面に添付ファイルサイズを表示する設定。“on” または “off” で指定

する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MAIL_PREV_FORCE 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.11（PC版）/ 6.56（スマートフォン版）
説明 メール送信前に必ずプレビューを要求する設定。“on” または “off” で指定する。

"on"に設定した場合、プレビュー表示せずにメール送信することができなくなる。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MAILSEND_CC_BCC 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 宛先（To）にアドレスを入力せず Ccおよび Bccのみでメール送信を許可するか否か “on” また

は “off” で設定する。
"on"に設定した場合、Toが未入力でもメール送信ができるようになる。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_CONFIRM_ADDRESS 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.40
説明 メールの宛先と添付ファイルの確認を必須にするか否か “on” または “off” で指定する。

"on"を指定した場合、メール作成のプレビュー表示で送信先アドレスと添付ファイルを確認する
ためのチェックボックスが表示される。

項目名 DOMAIN::*.CONFIRM_ALLCHECK_ACTION 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 宛先確認機能が「有効」の場合に、ユーザ画面に一括チェックを表示するか否か “on” または

“off” 設定する。
"on"を指定した場合、内部ドメインに一括してチェックを入れるためのチェックボックスが表示
される。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SUGGESTADDR 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50
説明 メールの宛先入力時に、「個人アドレス帳」「グループ」「送信履歴」から入力補完機能を表示す

るか否か設定する。
有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AM_CONTEXT_MENU 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.40
説明 Active! mailの画面上でマウスの右クリックメニューを表示するか否か設定する。

"on"に設定した場合、ユーザのメール受信、アドレス帳、ファイル管理（オプション）の各画面
で右クリックメニューが表示される。
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SYSTEMINFO_VIEW 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50
説明 システム情報ビューアを表示するか否か設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AM_AUTHID_HEADER 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.51
説明 ユーザの Active! mailログイン IDをメールヘッダに追加するか否かを設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SAME_PADDRESS 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 個人アドレス帳に同一のメールアドレスの重複登録を許可するか否かを設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.DEFAULT_COLOR 書式 RULE_STRING
初期値 "def_blue" 最小 0 最大 255
説明 デフォルトの表示画面の色。

"def_blue"、"def_gray"、"def_green"、"def_orange"のいずれかから選択できる。
項目名 DOMAIN::*.SELECTABLE_COLOR 書式 RULE_STRING
初期値 { "def_blue", "def_gray", "def_green", "def_orange", 

"custom" }
最小 0 最大 255

説明 ユーザが選択できる表示画面の色。
{"def_blue", "def_gray", "def_green", "def_orange","custom"}のように複数の表示色を設定
する。
（一つだけ設定する場合でも {"def_blue"}のように括弧で囲む）

項目名 DOMAIN::*.PAGE_AFTER_LOGIN 書式 RULE_STRING
初期値 "any" 最小 3 最大 8
バージョン 6.01
説明 ログイン後の画面。

メールホーム（"mailhome"）、メール受信（"rmail"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_DISPLAYEMAIL 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 Active! mail の画面上にログインしたユーザの電子メールアドレスを表示するか否かを設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_INFOWIN 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.22
説明 Active! mail の画面上に情報ウィンドウおよび時刻、ロゴを表示するか否かを設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.MAX_LIST_ROWS 書式 RULE_NUMBER
初期値 "100" 最小 0 最大 1000
バージョン 6.30
説明 ユーザが選択可能な一覧の表示件数（上限）を指定する。「メール受信」「アドレス帳」「ファイ

ル管理（オプション）」の各画面に適用される。
"0", "100", "1000" のいずれかを指定する。"0"を指定すると「上限なし」となる。

項目名 DOMAIN::*.SMAIL_WINDOW_SIZE_KEEP 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 メール作成画面のウィンドウサイズを記憶する設定。

無効（"off"）、有効（ユーザデフォルト :有効）（"usron"）、有効（ユーザデフォルト :無効）（"usroff"）
のいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_DISPLAYATACHEMODE 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 “on” 最小 -1 最大 -1
説明 添付ファイルのインライン表示機能。

有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_ATTPV 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 PC版添付ファイルプレビュー機能。PC版で添付ファイルをテキスト変換して表示するか否かの

設定。有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_URLLINK 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 メール本文での URLリンクの表示機能。

有効（"on"）、無効（"off"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_DISPLAYUNSEEN 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 メールフォルダ一覧での未読メール数の表示機能。

有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザ設定（"any"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_UPDATEUNSEEN 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50
説明 メールフォルダ一覧での未読メール数更新ボタン表示。有効（"on"）、無効（"off"）のいずれか

を指定する。
ENABLE_DISPLAYUNSEENが "off"の場合は、この機能を（"on"）に設定することはできない。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AUTO_UPDATEUNSEEN 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50 / 6.51仕様変更
説明 メールフォルダ一覧の未読数を自動更新する機能。有効（"on"）、無効（"off"）のいずれかを指

定する。
この機能を "on"に設定するには、ENABLE_CHECKUNSEENを "on"に設定する必要がある。
ENABLE_CHECKUNSEENが "off"の場合は、この機能を "on"に設定することはできない。
バージョンが 6.51より前の場合は、この機能を "on"に設定するには ENABLE_INFOWIN が
"on" である必要がある。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AUTO_OPENFOLDER 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50.02
説明 子階層のフォルダに未読メール数の差分があった場合に、フォルダを展開する機能。有効

（ "on"）、無効（"off"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_UNSEENUPDATE_INBOXSELECT 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.51
説明 受信箱選択中にメール一覧が更新された場合、すべてのフォルダの未読メール数を更新するか

否か指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_DISPLAY_UNSEENTOTAL 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.51
説明 メールフォルダ一覧に、下位フォルダの未読数を合算して表示するか否か指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_UNSEEN_DIFFCONTROL 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 メールフォルダ内の未読メール数をログイン時のみ取得し、ログイン中は Active! mail上で差

分管理する機能を使用するか否か指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_DELATTACH 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 添付ファイル削除機能の設定。使用するには「有効」を指定し、DELATTACH_COMMANDで

コマンドを指定する。
項目名 DOMAIN::*.DELATTACH_COMMAND 書式 RULE_STRING
初期値 "sbin/delattach" 最小 0 最大 255
バージョン 6.55
説明 ENABLE_DELATTACHが "on"の場合に、添付ファイル削除コマンドのパスを指定する。
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項目名 DOMAIN::*.DELATTACH_MOVE_TRASH 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 ENABLE_DELATTACHが "on"の場合に、元のメールをごみ箱に移動するか否か指定する。こ

の設定が "on"の場合はごみ箱へ、"off"の場合はサーバから削除される。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_HEADER_FORWARD 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.11
説明 引用転送時、元メールのヘッダ情報を引用する設定。

この設定が "on"の場合、引用転送時に「件名」「日付」「送信者」「宛先」等が引用対象となる。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_ATTACH_DNDUPLOAD 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50
説明 ドラッグアンドドロップによる添付ファイルアップロードを許可するか否か指定する。

この設定が "on"の場合、メール作成画面へのドラッグアンドドロップで添付ファイルをアップロー
ドできる（一部のブラウザ限定）。

項目名 DOMAIN::*.DNDUPLOAD_SIZE 書式 RULE_STRING
初期値 "128k" 最小 0 最大 255
バージョン 6.50
説明 ドラッグアンドドロップによる添付ファイルアップロード時に、バイナリファイルを分割するサイ

ズの設定。"128k", "256k", "512k", "1m" のいずれかひとつを指定する。
項目名 DOMAIN::*.NLIMIT_ATTACH_TOTAL_SIZE 書式 RULE_STRING
初期値 "-1" 最小 2 最大 4
バージョン 6.52
説明 メール送信時の添付ファイルサイズの上限を設定する。10MB("10m")、50MB("50m")、

100MB("100m")、無制限 ("-1")からいずれかひとつを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MAILSEND_TIMEOUT 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50.02
説明 メール送信時のタイムアウト設定。有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

タイムアウトまでの時間は 60秒（固定）。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_ATTACH_TIMEOUT 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50.02
説明 添付ファイルアップロード時のタイムアウト設定。有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

タイムアウトまでの時間は 60秒（固定）。ドラッグアンドドロップでの添付ファイルアップロード
には適用されない。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MAIN_CLOSE_CONFIRM 書式 RULE_STRING
初期値 "off" 最小 2 最大 5
バージョン 6.53/6.54.02仕様変更
説明 Active! mailメイン画面を表示しているブラウザの閉じるボタンを押下した時に確認メッセージ

を表示する設定。有効（"force"）ユーザ設定（"on"）または無効（"off"）のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SMAIL_CLOSE_CONFIRM 書式 RULE_STRING
初期値 "off" 最小 2 最大 5
バージョン 6.53/6.54.02仕様変更
説明 メール作成画面を表示しているブラウザの閉じるボタンを押下した時に確認メッセージを表示す

る設定。有効（"force"）ユーザ設定（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AUTOINPUT_CC_BCC 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 「メール作成」画面を開くときに Ccおよび Bccに指定されたアドレスを自動挿入する機能。「有

効」を指定すると、ユーザが設定したメールアドレスを自動入力する。
有効（"on"）、無効（"off"）のいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.NLIMIT_MULTIPROFILE 書式 RULE_NUMBER
初期値 "5" 最小 1 最大 99
説明 プロフィールの最大登録件数。

項目名 DOMAIN::*.NLIMIT_MULTISIGNATURE 書式 RULE_NUMBER
初期値 "5" 最小 1 最大 99
説明 署名の最大登録件数。
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_EDIT_PROFILEFROM 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
説明 Fromアドレスの編集機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_EDIT_PROFILESENDER 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
説明 Senderアドレスの編集機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_EDIT_PROFILEREPLYTO 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 Reply-Toアドレスの編集機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AUTOFILTER 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "any" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 自動振り分け機能。

有効（"on"）、無効（"off"）またはユーザ設定（"any"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_FOLDER_CONTROL 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30
説明 ユーザにメールフォルダの新規作成 /削除 /移動 /名前変更を許可するか否か設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_FORWARD 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 フィルタリング転送機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MOBILEFORWARD 書式 RULE_BOOL
初期値 “on” 最小 -1 最大 -1
説明 フィルタリング携帯転送機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.FORWARD_MAX_ENTRY 書式 RULE_NUMBER
初期値 -1 最小 -1 最大 9999
バージョン 6.40.02
説明 転送設定画面で設定可能な転送ルールの上限を指定する。無制限にする場合は、-1を指定する。

ammanager.cfgの「MAX_ENTRY」に設定された値以下で指定すること。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_FORWARD_KEEP 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.40.02
説明 自動転送後に転送済みのメールをサーバから削除する機能を使用するか否か設定する。ユーザ

設定（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AUTOREPLY 書式 RULE_BOOL
初期値 “on” 最小 -1 最大 -1
説明 フィルタリング自動返信機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_ARRIVENOTICE 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 フィルタリング着信通知機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AH_SPAMFILTER 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 Active! hunter 連携画面を使用するか否かを設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
この項目を有効にした場合、ENABLE_TOOL_SPAM 設定は無効にする必要がある。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_TOOL_SPAM 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 迷惑メールフィルタ機能を使用するか否かを設定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MOBILEACCESS 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 モバイル端末アクセス機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MOBILEPASSWD 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 モバイルパスワード機能。

DOMAIN::*.ENABLE_MOBILEACCESS が "on" の場合に評価される。
有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.MOBILEPASSWD_MIN 書式 RULE_NUMBER
初期値 "1" 最小 1 最大 8
バージョン 6.52
説明 モバイル専用パスワードの最低桁数を1から 8の間で指定する。

項目名 DOMAIN::*.MOBILE_HTTP_PROTOCOL 書式 RULE_STRING
初期値 "http" 最小 0 最大 31
説明 モバイル標準プロトコル。（モバイル設定画面等で「モバイルアクセスURL」の表示に使用する）

"http"、"https"または URL指定 ("url")のいずれかを指定する。
URL指定の場合は、DOMAIN::*.MOBILE_SET_URLで URLを指定する。

項目名 DOMAIN::*.MOBILE_SET_URL 書式 RULE_STRING
初期値 “http://webmail.example.com/am_bin/mlogin?userid=$AM_

AUTHID;&secid=$AM_SECID;”
最小 0 最大 1023

バージョン 6.30
説明 モバイル版の URLを指定する。DOMAIN::*.MOBILE_HTTP_PROTOCOLで「URL指定」を指

定した場合のみこの設定が使用される。
以下の置換文字列が使用できる。
$AM_AUTHID; Active! mail のログイン画面で入力された ID
$AM_SECID; Active! mail のドメインセクション ID 

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_MOBILEATTPV 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.30
説明 モバイル版添付ファイルプレビュー機能。モバイル端末でアクセスした際に、添付ファイルをテ

キスト変換して表示するか否かの設定。
有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SMAIL_SENDCONFIRM_MOBILE 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 モバイル版での「メール作成」画面で〈送信〉ボタンが押されたあとに確認メッセージを表示す

るか否かの設定。
有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SMARTACCESS 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 スマートフォン版へのアクセス機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.SMART_HTTP_PROTOCOL 書式 RULE_STRING
初期値 “http” 最小 0 最大 31
バージョン 6.52
説明 スマートフォン標準プロトコル。（「スマートフォン設定」画面等で「スマートフォンアクセス」の表

示に使用する）
"http"、"https"または URL指定 ("url")のいずれかを指定する。
URL指定の場合は、DOMAIN::*.SMART_SET_URLで URLを指定する。

項目名 DOMAIN::*.SMART_SET_URL 書式 RULE_STRING
初期値 “http://webmail.example.com/am_bin/slogin?userid=$AM_

AUTHID;&secid=$AM_SECID;”
最小 0 最大 1023

バージョン 6.52
説明 スマートフォン版の URLを指定する。DOMAIN::*.SMART_HTTP_PROTOCOLで「URL指定」

を指定した場合のみこの設定が使用される。
以下の置換文字列が使用できる。
$AM_AUTHID; Active! mail のログイン画面で入力された ID
$AM_SECID; Active! mail のドメインセクション ID
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SMARTATTPV 書式 RULE_BOOL
初期値 “off” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.54.02
説明 スマートフォン版添付ファイルプレビュー機能。スマートフォンでアクセスした際に、添付ファイル

をテキスト変換して表示するか否かの設定。
有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_LOADSTATUS 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "any" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.11
説明 サーバの負荷状況を表示するか否かの設定。

この設定が "on"の場合、負荷状況インジケーターが常に表示される。"off"の場合、常に非表
示となる。"any"の場合、ユーザの「一般設定」画面に負荷状況インジケーターを表示するか否
かの設定項目が表示される。"any"の場合のユーザ設定の初期値は、「サーバの負荷状況を表示
する」にチェックが入った状態となる。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_POPIMPORT 書式 RULE_BOOL
初期値 “on” 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 POP受信機能（POPアカウント管理）。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_AUTOPOP 書式 RULE_CONFBOOL
初期値 "any" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 POPの自動取得機能。

有効（"on"）、無効（"off"）、ユーザ設定（"any”）のいずれかを指定する。
この設定は、DOMAIN::*.ENABLE_POPIMPORTが有効（"on"）の場合に評価される。

項目名 DOMAIN::*.AUTOPOP_MODE 書式 RULE_STRING
初期値 "login" 最小 5 最大 8
バージョン 6.10
説明 POP受信機能で、TOPを POPからメール取得するタイミングを指定する。

ログイン時に自動で取得する（"login"）、メール一覧表示時に自動で取得する（"maillist"）のい
ずれかを指定する。この設定は、DOMAIN::*.ENABLE_AUTOPOPが有効（"on"）およびユー
ザ設定（"any”）の場合に評価される。

項目名 DOMAIN::*.GET_MSGID_METHOD 書式 RULE_STRING
初期値 "top" 最小 3 最大 4
バージョン 6.50.02
説明 POP受信モードを指定する。「TOPを使用する」（"top"）または「UIDLを使用する（"uidl"）の

いずれかを指定する。通常は "top"を指定すること。
項目名 DOMAIN::*.ADMIN_SPAMHEADER1 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 511
バージョン 6.10
説明 特定のヘッダを含むメールを強制的に迷惑メールとみなす設定。

「ヘッダ名」または「ヘッダ名 :ヘッダ内容」を指定する。ヘッダ内容には正規表現が使用できる。
項目名 DOMAIN::*.ADMIN_SPAMHEADER2 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 511
バージョン 6.10
説明 特定のヘッダを含むメールを強制的に迷惑メールとみなす設定。

「ヘッダ名」または「ヘッダ名 :ヘッダ内容」を指定する。ヘッダ内容には正規表現が使用できる。
項目名 DOMAIN::*.ADMIN_SPAMHEADER3 書式 RULE_STRING
初期値 ““ 最小 0 最大 511
バージョン 6.10
説明 特定のヘッダを含むメールを強制的に迷惑メールとみなす設定。

「ヘッダ名」または「ヘッダ名 :ヘッダ内容」を指定する。ヘッダ内容には正規表現が使用できる。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_CHANGEPASSWORD 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
説明 パスワード変更機能の画面表示。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.PASSWD_RULE 書式 RULE_STRING
初期値 “.*” 最小 1 最大 255
説明 パスワード変更正規表現ルール。

パスワード変更ルールを正規表現で設定する。
パスワード変更画面で新しいパスワードとして指定された文字列が本設定に記述されているルー
ルに沿わない場合、パスワード変更は失敗し、ユーザにエラーメッセージを表示する。
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項目名 DOMAIN::*.PASSWD_LIFETIME 書式 RULE_NUMBER
初期値 "0" 最小 0 最大 36500
バージョン 6.10
説明 パスワードの有効期間（単位：日）を指定する。

指定された期間パスワード変更が行われていないユーザは、Active! mail へのログイン後、パ
スワード変更を促す画面が表示される。パスワードの有効期間を特に定めない場合には、0（無
期限）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.PASSWD_POLICY 書式 RULE_STRING
初期値 "regexp" 最小 1 最大 255
バージョン 6.56
説明 パスワード変更ポリシー。正規表現（“regexp”）または詳細設定を行う（“select”）のいずれか

を指定する。
項目名 DOMAIN::*.PASSWD_POLICY_RULE 書式 RULE_STRING
初期値 "limit" 最小 1 最大 255
バージョン 6.56
説明 パスワードに設定できる文字種の数を指定する（“limit”）か、設定できる文字の種類を指定する

（“select”）かを設定する。
項目名 DOMAIN::*.PASSWD_POLICY_LIMIT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "2" 最小 2 最大 4
バージョン 6.56
説明 PASSWD_POLICY_RULEが “limit” の場合に、パスワードに設定できる文字種の数を 2～ 4

の整数で指定する。
項目名 DOMAIN::*.PASSWD_POLICY_CONTAIN 書式 RULE_STRING
初期値 { "alphal" } 最小 1 最大 255
バージョン 6.56
説明 PASSWD_POLICY_RULEが “select” の場合に、パスワードに設定できる文字の種類をカンマ

区切りで指定する。英大文字（alphal） / 英小文字（alphas） / 数字（number） / 記号（symbol）
項目名 DOMAIN::*.PASSWD_POLICY_LENGTH 書式 RULE_NUMBER
初期値 "8" 最小 8 最大 16
バージョン 6.56
説明 パスワードの最低文字数を 8～16の整数で指定する。

項目名 DOMAIN::*.CHECK_SAME_PASSWD 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.56
説明 同じパスワードの再設定を禁止する（"on"）または禁止しない（"off"）のいずれかで指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_EXTRA_POP_RECV 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_RECV_AUTHID 書式 RULE_STRING
初期値 "am_authid" 最小 0 最大 10
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定で使用するログイン ID。

Active! mailのログイン ID("am_authid")、IMAPログイン ID("authid")、E-mailアドレス
("email")、サーバマップコマンド ("servermap")のうちいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_RECV_PASSWD 書式 RULE_STRING
初期値 "am_passwd" 最小 0 最大 10
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定で使用するログインパスワード。

Active! mail ログインパスワード ("am_passwd")、IMAP ログインパスワード ("passwd")、サー
バマップコマンド ("servermap")のうちいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_RECV_HOST 書式 RULE_STRING
初期値 "localhost" 最小 0 最大 255
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定で使用する POPサーバのホスト名を指定する。



144

付
録

項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_RECV_PORT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "110" 最小 0 最大 65535
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定で使用する POPサーバのポート番号を指定する。

項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_RECV_PROTOCOL 書式 RULE_STRING
初期値 "pop3" 最小 0 最大 5
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定で使用するプロトコル。

"pop3"または "apop"のいずれか一つを指定する。
項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_RECV_AUTODELETE 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定でダウンロードしたメールの自動削除。有効にすると、ダウンロードしたメー

ルを POPサーバから自動的に削除する。
有効（"on"）または無効（"off"）のいずれかを指定する。

項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_RECV_LIMIT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "1000" 最小 0 最大 1000
バージョン 6.35
説明 管理者 POP設定で、一度にダウンロードするメール件数の上限。

無制限（"0"）または 1000件（"1000"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.EXTRA_POP_DISPLAY_MESSAGE 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50.02
説明 POP受信時に、ユーザ画面にメッセージを表示するか否か指定する。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SADDRESSBOOK 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
説明 共有アドレス帳機能。

有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。
項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SUGGESTSADDR 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 メール作成画面での宛先入力補完機能で、共有アドレス帳を対象にする（"on"）かしない（"off"）

かを指定する。
項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_DISPSOURCE 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.50
説明 メールソース表示機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_SOURCE 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 メールソース保存機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_ZIP 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 受信メール一括ダウンロード機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

UDC_RMAIL_SOURCEが “on” の場合のみ評価される。
項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_DOWNLOAD_SIZE 書式 RULE_STRING
初期値 "10240" 最小 0 最大 255
バージョン 6.55
説明 受信メール一括ダウンロードの最大ファイルサイズ。1024を単位量と見なしKB単位で設定する。

0 は無制限として扱う。
項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_TEXT 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 メールテキスト保存機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。
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項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_ATTACH 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10/ 6.53仕様変更
説明 メール添付ファイル保存機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

バージョン 6.53以降では、PC版 Active! mailに適用される。それ以前のバージョンでは
Active! mailのすべてのインタフェースで適用される。

項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_ATTACH_ZIP 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 メール添付ファイル一括ダウンロード機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

項目名 DOMAIN::*.UDC_ATTACH_DOWNLOAD_SIZE 書式 RULE_STRING
初期値 "10240" 最小 0 最大 255
バージョン 6.54.02
説明 添付ファイルダウンロード  最大ダウンロードファイルサイズ。1024を単位量と見なし KB単位

で設定する。0 は無制限として扱う。
PC版で添付ファイルの一括ダウンロードを行う際に適用される。

項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_ATTACH_MOBILE 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 メール添付ファイル保存機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

モバイル版 Active! mailに適用される。
項目名 DOMAIN::*.UDC_RMAIL_ATTACH_SMART	 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 メール添付ファイル保存機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

スマートフォン版 Active! mailに適用される。
項目名 DOMAIN::*.UDC_SMAIL_ATTACH	 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.53
説明 「メール作成」画面で添付ファイルダウンロード機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

この設定と各インタフェースごとの添付ファイル保存機能の使用可否設定により、「メール作成」
画面での添付ファイルがダウンロード可能になる。

項目名 DOMAIN::*.UDC_ADDR_IMPORTALL 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 アドレス帳の一括インポート機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

項目名 DOMAIN::*.UDC_ADDR_EXPORTALL 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 アドレス帳の一括エクスポート機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

項目名 DOMAIN::*.UDC_TOOL_DATAFORMAT 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 ユーザの「一般設定」画面の「データのインポート／エクスポート形式」の表示（"on”）／非表示

（"off”）。
項目名 DOMAIN::*.UDC_MBOX_IMPORT 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 ユーザの「フォルダ管理」画面のメールインポート機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

項目名 DOMAIN::*.UDC_MBOX_IMPORT_ZIP 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 ユーザの「フォルダ管理」画面の ZIPインポート機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。UDC_

MBOX_IMPORTが "on” の場合のみ有効。
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項目名 DOMAIN::*.ENABLE_UNLIMITED_MBOX_IMPORT 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 フォルダ管理からメールをインポートする際のファイルサイズの制限を設定する。100MB("off")

または無制限 ("on")のいずれかを指定する。
項目名 DOMAIN::*.UDC_MBOX_EXPORT 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.10
説明 ユーザの「フォルダ管理」画面のメールエクスポート機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。

項目名 DOMAIN::*.UDC_MBOX_EXPORT_ZIP 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.55
説明 ユーザの「フォルダ管理」画面の ZIPエクスポート機能の使用可（"on”）／不可（"off”）。UDC_

MBOX_EXPORTが "on” の場合のみ有効。
項目名 DOMAIN::*.UDC_MBOX_EXPORT_SIZE 書式 RULE_STRING
初期値 "10240" 最小 0 最大 255
バージョン 6.55
説明 ユーザの「フォルダ管理」画面の ZIPエクスポート時の最大ファイルサイズ。1024 を単位量と見

なし KB 単位で設定する。0 は無制限として扱う。
項目名 DOMAIN::*.UDC_DISPOSITION_FILENAME 書式 RULE_STRING
初期値 "ie7" 最小 0 最大 6
バージョン 6.53.02
説明 ダウンロードファイル名の出力形式。標準（"normal"）または IE7互換モード（"ie7"）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_API 書式 RULE_BOOL
初期値 "on" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.35
説明 外部 API機能。有効（"on"）または無効（"off"）を指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SHIB 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.51
説明 Shibboleth認証機能。有効 ("on")または無効 ("off")を指定する。

項目名 DOMAIN::*.URL_SHIB_RETURNPATH 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 1023
バージョン 6.51
説明 Shibboleth認証用のリターンURL。Shibboleth認証によるログアウト時に移動するHTTP ディ

レクトリ空間上でのパスを設定する。絶対パスまたは絶対 URLで指定すること。
項目名 DOMAIN::*.URL_SHIB_SMART_RETURNPATH 書式 RULE_STRING
初期値 "" 最小 0 最大 1023
バージョン 6.54.02
説明 Shibboleth認証用のスマートフォン版リターン URL。Shibboleth認証によるログアウト時に移

動するHTTP ディレクトリ空間上でのパスを設定する。絶対パスまたは絶対URLで指定すること。
項目名 DOMAIN::*.EMAIL_MAPCOMMAND_SHIB 書式 RULE_STRING
初期値 "sbin/emailmap_shib" 最小 0 最大 511
バージョン 6.51
説明 Shibboleth認証用の E-MAIL アドレスマッピングコマンドのパスを指定する。

項目名 DOMAIN::*.SERVER_MAPCOMMAND_SHIB 書式 RULE_STRING
初期値 "sbin/servermap_shib" 最小 0 最大 511
バージョン 6.51
説明 Shibboleth認証用のサーバマッピングコマンドのパスを指定する。

項目名 DOMAIN::*.ENABLE_SHIB_MOBILEPASSWD 書式 RULE_BOOL
初期値 "off" 最小 -1 最大 -1
バージョン 6.52
説明 Shibboleth認証でのログイン時に、ユーザ画面に「モバイルパスワード」設定を表示するか否か、

有効（"on"）または無効（"off"）で指定する。
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	 以下の設定項目については、『Active!	hunter 連携マニュアル』をご参照ください。
• DOMAIN::*.AH_SPAMFILTER_SERVER
• DOMAIN::*.AH_SSO_DOMAIN
• DOMAIN::*.AH_SPAMFILTER_VIRUSCHECK

	 以下の設定項目については、『Active!	gate 連携マニュアル』をご参照ください。
• DOMAIN::*.ENABLE_AG_DELIVERYCHECK
• DOMAIN::*.AG_DELIVERYCHECK_SERVER
• DOMAIN::*.AG_SSO_DOMAIN

 ●HTTP SERVER SETTINGS
項目名 URL_BINROOT 書式 RULE_STRING
初期値 "/am_bin/" 最小 0 最大 511
説明 Active! mailの CGIが格納されているHTTPディレクトリ空間上でのパスを設定する。
項目名 URL_HTMLROOT 書式 RULE_STRING
初期値 "/am_viz/" 最小 0 最大 511
説明 Active! mailのテンプレートが格納されているHTTPディレクトリ空間上でのパスを設定する。
項目名 SESSION_TIMEOUT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "60" 最小 0 最大 1440
説明 HTMLページの有効期間（ブラウザの Cookieのタイムアウトの時間）を分単位で設定する。

なし（"0"）を設定した場合、ログアウト時またはブラウザ終了時にセッションを無効化する。
※ system.cfgには管理者インタフェースで指定した期間を分単位で数値化して保存される。

項目名 HTTPD_USER 書式 RULE_STRING
初期値 “nobody” 最小 1 最大 255
バージョン 6.01
説明 Webサーバの実効ユーザ IDを指定する。

項目名 HTTPD_GROUP 書式 RULE_STRING
初期値 “nobody” 最小 1 最大 255
バージョン 6.01
説明 Webサーバの実効グループ IDを指定する。

 ●PATH SETTINGS
項目名 DIR_USERDATA 書式 RULE_STRING
初期値 "var/domain/" 最小 0 最大 511
説明 Active! mailのユーザの情報を保存するディレクトリを設定する。

項目名 DIR_TEMP 書式 RULE_STRING
初期値 “var/tmp/” 最小 0 最大 511
説明 Active! mailの一時ファイル（ログアウト時に削除される）を保存するディレクトリを設定する。

注意）アプリケーションのセッション情報はここに保存されるため、Webサーバが複数台ある
場合には、このディレクトリも共有対象に含む必要がある。

項目名 DIR_LOG 書式 RULE_STRING
初期値 “var/log/” 最小 0 最大 511
説明 設定項目 LOG_TYPEが file の場合に Active! mailのログを保存するディレクトリを設定する。
項目名 DIR_RESOURCE 書式 RULE_STRING
初期値 "visual/" 最小 0 最大 511
説明 Active! mailの visualディレクトリを設定する。

	 以下の設定項目については、『Active!	mail 管理者マニュアル（ファイル管理編）』をご参照ください。
• DIR_USERFILE
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 ●LOG SETTINGS
項目名 LOG_TYPE 書式 RULE_STRING
初期値 “stderr” 最小 0 最大 511
説明 ログ出力先の指定。

標準エラー（"stderr"）、ファイル（"file"）、SYSLOG（"syslog"）のいずれかを設定する。
ファイルの場合には、設定項目 DIR_LOG で設定したディレクトリ内に、日付ごとのログファイ
ルが作成される。ファイル名の形式は以下のとおり。
「amYYYYMMDD.log」
 （例：2006年 12月1日のログファイル名は「am20061201.log」）

項目名 SYSLOG_HOST 書式 RULE_STRING
初期値 "localhost" 最小 0 最大 511
説明 ログ出力先 SYSLOGサーバのホスト名の指定。

ログ出力先の IPまたはホスト名（FQDN）を設定する。
この設定項目は、LOG_TYPEが "syslog"の場合のみ有効。

項目名 SYSLOG_PORT 書式 RULE_NUMBER
初期値 "514" 最小 1 最大 65535
説明 ログ出力先 SYSLOGサーバのポート番号の指定。

ログ出力先のポート番号を設定する。
この設定項目は、LOG_TYPEが "syslog"の場合のみ有効。

項目名 LOG_LEVEL 書式 RULE_STRING
初期値 “error” 最小 0 最大 31
説明 ログ出力レベルの指定。

一般的なエラー（"error"）、警告（"warn"）、通知（"notice"）、情報（"info"）、デバッグ情報（"debug"）
のいずれかのログ出力レベルを設定する。
設定されたログ出力レベル未満のログは、出力対象とならない。このレベル値（優先度）は以
下のとおり。
・一般的なエラー（ログ出力レベル 5）
・警告（ログ出力レベル 4）
・通知（ログ出力レベル 3）
・情報（ログ出力レベル2）
・デバッグ情報（ログ出力レベル1）

 ●ADMIN SETTINGS
項目名 ADMIN_EXPORT_FORMAT 書式 RULE_STRING
初期値 "xml_excel2003" 最小 0 最大 13
バージョン 6.40
説明 管理者インタフェースのデータのインポート／エクスポート形式を、Excel2003互換 XML形式

（"xml_excel2003”）または CSV形式（"csv"）から指定する。

 ●注意事項
• 言語（"ja" 等）と国（"jp" 等）は明確に区別されます。
• 項目自体が system.cfg にないか、値が空文字で設定されている場合、デフォルト値が使用されます。
• ファイルのパス指定は、絶対パスまたは Active! mail がインストールされているディレクトリからの
相対パスで指定します。
• HTTP サ ーバ のプ ロトコル、 サ ーバ 名、 ポート番 号 の 設 定 につ いては、「HTTP SERVER 
SETTINGS」には含まれていません。これを明示的に指定する場合には、HTTP サーバの設定ファ
イルで指定してください。Apache の場合の例を以下に示します。詳細については、『Active! mail イ
ンストールマニュアル』をご参照ください。

 □Apache の httpd.conf （ssl.conf）でのサーバ情報の設定例

http の場合は httpd.conf に、https の場合には ssl.conf に以下を記述してください。
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① httpの場合

SetEnv	AM_SERVER_PROTOCOL	"HTTP/1.1"

SetEnv	AM_SERVER_NAME	"webmail.example.com"

SetEnv	AM_SERVER_PORT	"80"

② httpsの場合

SetEnv	AM_SERVER_PROTOCOL	"HTTPS/1.1"

SetEnv	AM_SERVER_NAME	"webmail.example.com"

SetEnv	AM_SERVER_PORT	"443"
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Webサーバモジュールディレクトリ
構成
凡例　P：パッケージに存在　I：インストール時に作成　S：管理者設定時に作成　R：実行時に作成

ディレクトリ /ファイル名 説明
P system.cfg 全体設定ファイル
P system.cfg_sample system.cfgのサンプル
P bin/ CGI用ディレクトリ
P 	 amlogin LOGIN/LOGOUT機能を提供する CGI
P 	 ammain メール送受信機能を提供する CGI
P 	 amaddr アドレス帳機能を提供する CGI
P 	 amoption ツール機能を提供する CGI
P 	 amupload 添付ファイルアップロード用 CGI
P 	 amcache 共有アドレス帳入力補完用 JavaScriptオブジェクトを出

力する CGI
P 	 amhelp ヘルプ機能を提供する CGI
P 	 mlogin モバイル LOGIN/LOGOUTを提供する CGI
P 	 mmain モバイル機能を提供する CGI
P 	 amadmin 管理者機能を提供する CGI
P 	 amapi 外部公開 API機能を提供する CGI
P 	 am_main.cgi amloginを呼び出す CGI （Active! mail 2003との互換

用）
P 	 slogin スマートフォン LOGIN/LOGOUT機能を提供する CGI
P 	 smain スマートフォン機能を提供する CGI
P amm_bin/ Active! mail 2003互換用ディレクトリ
P 	 login /bin/mloginを呼び出す CGI （Active! mail 2003との互

換用）
P shib_bin/ Shibboleth認証用 CGIディレクトリ
P 	 amshiblogin Shibboleth認証用 LOGIN/LOGOUT機能を提供する

CGI
P 	 sshiblogin Shibboleth認証用 LOGIN/LOGOUT機能を提供する

CGI（スマートフォン版）
P sbin/ コマンド用ディレクトリ
I 	 am_cron.sh 不要な一時ファイルを削除するスクリプト（CRON起動用）
P 	 am6autoarchive 自動アーカイブコマンド
P 	 am6util ユーザデータ管理コマンド（ユーザ削除等）
P 	 amaddr2affiliation 所属情報ファイル作成コマンド
P 	 amload サーバ負荷測定コマンド（CGIが内部で使用）
P 	 cacheclean ユーザの不要なキャッシュデータを削除するコマンド

（am_cron_cacheclean.shが使用）
P 	 cacheremake メールキャッシュ再生成コマンド
P 	 cleancookie ユーザの「ログイン情報」を削除するコマンド

※Active! mail 6.56以前のバージョンからのアップグレー
ド時に存在。未使用

P 	 emailmap_ldap amloginから呼び出される、メールアドレス決定 APIコ
マンド（LDAP版）

P 	 emailmap_normal amloginから呼び出される、メールアドレス決定 APIコ
マンド

P 	 find am_cron.shで使用されるコマンド
P 	 ispell ammainから呼び出される、スペルチェックコマンド（CGI

が内部で使用）
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ディレクトリ /ファイル名 説明
P 	 ldap2amaddr LDAP上のアドレス帳をActive! mailのアドレス帳にイン

ポートするためのコマンド
P 	 saddrcache 共有アドレス帳ファイル saddrbook.sdbから入力補完用

JavaScriptオブジェクト saddr.jsを出力するコマンド
P 	 servermap_ldap amloginから呼び出される、IMAPサーバ決定 APIコマ

ンド（LDAP版）
P 	 servermap_normal amloginから呼び出される、IMAPサーバ決定 APIコマ

ンド
P 	 setprofile プロフィールプリセット用管理コマンド
P 	 syscfg_read system.cfgをパースするコマンド。他のコマンド用
P 	 xargs am_cron.sh で使用されるコマンド
P 	 domainmap_csv CSVファイルからドメインセクションを解決するコマンド
P 	 am_cron_ammdnfiles.sh_sample 古い開封状況確認ファイルを削除するスクリプトのサンプ

ル
P 	 am_cron_cacheclean.sh_sample cacheclean コマンドを実行するスクリプトのサンプル
P 	 am_cron_cleanlog.sh_sample 古いログファイルを削除するスクリプトのサンプル
P 	 ampasswd_sample パスワード変更スクリプトのサンプル（シングルドメイン）
P 	 ampasswd_multiserver_sample パスワード変更スクリプトのサンプル（マルチドメイン）
P 	 ampasswd_local_sample パスワード変更スクリプトのサンプル（IMAPサーバ）
P 	 ampasswd_remote_sample パスワード変更スクリプトのサンプル（Webサーバ）
P 	 ampasswd_vpasswd_remote_sample パスワード変更スクリプトのサンプル（VPOP連携）
P 	 ampasswd_deepmail_sample パスワード変更スクリプトのサンプル（DEEPMail / 

MailSuiteの情報を設定して使用）
P 	 emailmap_sample emailmapコマンドのサンプル
P 	 emailmap_shib_sample Shibboleth認証用 emailmapコマンドのサンプル
P 	 delattach_sample 添付ファイル削除コマンドのサンプル
P 	 servermap_sample servermapコマンドのサンプル
P 	 servermap_shib_sample Shibboleth認証用 servermapコマンドのサンプル
P 	 findutils-4.4.2.tar.gz findコマンドと xargsコマンドのソース
P etc/ その他定義ファイル用ディレクトリ
P 	 english.hash /sbin/ispell用の英語辞書
P 	 holiday_jp.pld ロケールが日本のときにスケジュール画面に表示される休

日ファイル
P 	 holiday_kr.pld ロケールが韓国のときにスケジュール画面に表示される

休日ファイル
I 	 mime.types ファイル形式の定義ファイル
I 	 mime.types_sample ファイル形式の定義ファイルのサンプル
P 	 notice.sdb お知らせ定義マスタファイル（サンプル）
P 	 ldap2amaddr.cfg_sample ldap2amaddrコマンドの設定ファイルのサンプル
P docs/ 各種説明文書用ディレクトリ
P 	 LICENSE Active! mailのライセンス情報
P 	 LICENSE.ispell ispellのライセンス情報
P 	 LICENSE.lib ライブラリのライセンス情報
P 	 syscfg_read.README_ja syscfg_readコマンドの README
P 	 emailmap.README_ja emailmapコマンドの README
P 	 servermap.README_ja servermapコマンドの README
P 	 am6util.README_ja am6utilコマンドの README
P 	 ldap2amaddr.README_ja ldap2amaddrコマンド設定に関する README
P 	 setprofile.README_ja setprofileコマンドの README
P 	 cacheclean.README_ja cachecleanコマンドの README
P 	 cacheremake.README_ja cacheremakeコマンドの README
P 	 am6autoarchive.README_ja am6autoarchiveコマンドの README
P 	 manual_sample/ amapiにリクエスト送信する JavaScriptサンプルを格納

するディレクトリ
P login/ Apacheの "DocumentRoot"に設定するディレクトリ
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ディレクトリ /ファイル名 説明
P 	 index.html bin/amloginにリダイレクトさせるHTMLファイル
I 	 robots.txt 検索エンジンに登録されないようにするための定義ファイ

ル
P 	 browserconfig.xml IE11 が参照するファイル

※ Active! mail 6.54 以降のバージョンのみ存在。イ
ンストール時に同名のファイルが既に存在する場合は、
browserconfig.xml.newとして保存される。

P visual/ HTMLテンプレート , JavaScript, CSS, GIFイメージを保
存するディレクトリ

I var/ 各種データ用ディレクトリ
I 	 domain/ 収容ドメインのデータディレクトリと、ドメイン共通のファ

イルを収容するディレクトリ
I 	 	 userinfo.sdb ユーザ一覧情報テーブル
R 	 	 cookie.sdb ログイン画面で「ログイン情報を保存」した際のユーザ情

報
※Active! mail 6.35以前のバージョンからのアップグレー
ド時に存在。参照のみ

I 	 	 notice.sdb ドメイン共通のお知らせデータ
S 	 	 sschedule.sdb ドメイン共通のスケジュールデータ
S 	 	 saddrbook.sdb ドメイン共通のアドレス帳データ
S 	 	 saddr.js ドメイン共通のアドレス帳データ（JavaScript形式）
I 	 	 adminid.pld システム管理者の認証データファイル
R 	 	 amload.pld Active! mailログイン時の負荷状況を記録するファイル

（amloadが作成する）
S 	 	 addropt.cfg アドレス帳カスタム項目設定ファイル
S 	 	 partsaddr_domain.list ユーザドメイン別共有アドレス帳を使用するユーザドメイ

ンのリスト
R 	 	 cookie/ ユーザのログイン画面の情報を収容するディレクトリ
R 	 	 	 *.pld ログイン画面で「ログイン情報を保存」した際のユーザ情

報（ファイル名はMD5ハッシュ）
※ Active! mail 6.54.01以前のバージョンからのアップグ
レード時に存在。参照のみ

R 	 	 	 (HASH)/ 00-ffおよび xxのハッシュディレクトリ
R 	 	 	 	 *.pld ログイン画面で「ログイン情報を保存」した際のユーザ情

報（ファイル名はMD5ハッシュ）
R 	 	 slogin/ スマートフォン版のユーザのログイン情報を収納するディ

レクトリ
R 	 	 	 	 *.pld スマートフォン版ログイン画面で「自動ログインを有効」に

した際のユーザ情報（ファイル名はMD5ハッシュ）
※ Active! mail 6.54.01以前のバージョンからのアップグ
レード時に存在。参照のみ

R 	 	 	 (HASH)/ 00-ffおよび xxのハッシュディレクトリ
R 	 	 	 	 *.pld スマートフォン版ログイン画面で「自動ログインを有効」に

した際のユーザ情報（ファイル名はMD5ハッシュ）
S 	 	 (DOMAIN)/ ドメイン名で作成されるドメイン毎のデータファイルを収

容するディレクトリ
S 	 	 	 saddrbook.sdb ドメイン別のアドレス帳データ
S 	 	 	 saddr.js ドメイン別のアドレス帳データ（JavaScript形式）
R 	 	 	 (HASH)/ 00-ffおよび xxのハッシュディレクトリ
R 	 	 	 	 (USER)/ ユーザのメールボックス名で作成されるユーザ毎のデータ

ディレクトリ
R 	 	 	 	 	 easy_addrbook.pld 送信履歴ファイル
R 	 	 	 	 	 spamdata.dat 学習型迷惑メールフィルタデータ
R 	 	 	 	 	 user.cfg ユーザ設定ファイル
R 	 	 	 	 	 mbox_cache.pld メールボックスキャッシュファイル
R 	 	 	 	 	 logininfo.pld ログイン /ログアウト情報ファイル
R 	 	 	 	 	 auth_fail.pld 認証失敗履歴ファイル
R 	 	 	 	 	 addrbook.sdb アドレス帳データファイル
R 	 	 	 	 	 schedule.sdb スケジュールデータファイル
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ディレクトリ /ファイル名 説明
R 	 	 	 	 	 profile.pld プロフィールデータファイル
R 	 	 	 	 	 pop.pld POPアカウント設定ファイル
R 	 	 	 	 	 signature.pld 署名設定ファイル
R 	 	 	 	 	 filter.pld フィルタ設定ファイル
R 	 	 	 	 	 forward.pld 転送フィルタ設定ファイル
R 	 	 	 	 	 forward_reserve.pld 転送フィルタ無効設定ファイル
R 	 	 	 	 	 article_template.pld 定型文設定ファイル
R 	 	 	 	 	 mail_template.pld メールテンプレート設定ファイル
R 	 	 	 	 	 admin_pop.pld 管理者 POP設定ファイル
R 	 	 	 	 	 article_auto.cfg 自動挿入文設定ファイル
R 	 	 	 	 	 login.info 自動アーカイブ機能で使用するログイン情報ファイル
R 	 	 	 	 	 mailcache/ メールキャッシュデータファイル
R 	 	 	 	 	 	 （メールボックス名）/ メールボックス毎に生成されるデータディレクトリ
R 	 	 	 	 	 	 	date.index 全メールの InternalDate順のインデックスを保存する
R 	 	 	 	 	 	 	flagcache.dat 全メールのユーザフラグの状態を保存する
R 	 	 	 	 	 	 	from.index 全メールの Fromの UTF8順のインデックスを保存する
R 	 	 	 	 	 	 	mailcache.dat 全メールのキャッシュデータ（特定のヘッダ情報、システ

ムフラグ）を保存する
R 	 	 	 	 	 	 	priority.index 全メールの Priority順のインデックスを保存する
R 	 	 	 	 	 	 	size.index 全メールのサイズ順のインデックスを保存する
R 	 	 	 	 	 	 	subject.index 全メールの件名の UTF8順のインデックスを保存する
R 	 	 	 	 	 	 	to.index 全メールの Toの UTF8順のインデックスを保存する
R 	 	 	 	 	 	 	uid.index 全メールの UIDを昇順に保存する
R 	 	 	 	 	 	 	uidnext.dat 全メールの UIDNEXTを保存する
R 	 	 	 	 	 mdn/ 開封状況確認ファイルを格納するディレクトリ
R 	 	 	 	 	 	 （Message-ID）/ 送信メールに対応したディレクトリ
R 	 	 	 	 	 	 	mdnlist.pld 開封状況確認ファイル
R 	 	 	 	 	 	 	mdnfiles.pld 開封状況確認ファイル一覧ファイル
I 	 tmp/ 作業ファイルディレクトリ
R 	 	 *.atf ブラウザからアップロードした添付ファイル

R 	 	 *.stf 添付ファイルのアップロード情報を管理するファイル
R 	 	 *.rmc APIからのメール表示画面単独起動で使用される一時

ファイル（通常は削除され残ることはないが、仮に残った
場合でも am_cron.shにより削除される）

R 	 	 *.smc APIからのメール作成画面単独起動で使用される一時
ファイル（通常は削除され残ることはないが、仮に残った
場合でも am_cron.shにより削除される）

S 	 	 (DOMAIN)/ ドメイン名で作成されるドメイン毎のディレクトリ
R 	 	 	 (HASH)/ 00-FFのハッシュディレクトリ
R 	 	 	 	 (USER)/ ユーザのメールボックス名で作成されるユーザ毎のディレ

クトリ
R 	 	 	 	 	 *.ams セッションファイル（ファイル名はMD5ハッシュ）
R 	 	 	 	 	 rpcache/ メール本文表示用キャッシュディレクトリ
R 	 	 (HASH)/ 00-ffおよび xxのハッシュディレクトリ
R 	 	 	 *.ams セッションファイルへのシンボリックリンク
I 	 log/ ログディレクトリ
R 	 	 amYYYYMMDD.log 日別のログファイル（ログ出力先がファイルの場合）
I lib/ 共有ライブラリディレクトリ（プラットフォームにより含ま

れるファイルが異なる）

	 サンプルテキスト等、ここに記載されていないテキスト/ディレクトリがあります。
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