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【ご注意事項】 
 

本書は、メールアーカイブサービス利用時並びに「m-FILTER 運用マニュアル」及び「m-FILTER 利用者向けメー

ル管理」の参照時における注意事項や、運用方法を記したものとなります。ご利用開始前に一読いただくことを推

奨いたします。 

 

本サービスはデジタルアーツ株式会社が提供している「m-FILTER」を採用しております。 

bit-drive より提供しているサービスとデジタルアーツ株式会社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。 

 

※2019 年 5 月 20 日時点、以下の機能がご利用できません。 

機能名 

5-4 マイナンバー検出 

8-5-2 FinalCode Adapter Advanced 

8-5-3 メール無害化アクション 

8-5-4 FileZen Adapter 

10-3-3 POP サーバー 

10-3-12 POP クライアント 

12 コマンドラインユーザーインターフェース（※1） 

14-5 ルート証明書作成手順 

クリプト便との各種機能連携(※2) 

「m-FILTER」の更新(※3) 

管理画面への https アクセス(※4) 

 

    ※1 お客さま環境からメールアーカイブサーバへのコンソール接続は許可されておりませんので、 

恐れ入りますが各種インポートは管理画面から実施いただけます様お願いいたします。 

    

    ※2 クリプト便につきましては、弊社サービスでは提供しておりませんので予めご了承ください。 

 

    ※3 「m-FILTER」の更新(アップデート)は弊社にて実施する為、お客さまより実施いただくことは 

できません。また、該当のボタンを押すとアーカイブ機能が停止してしまいますので、 

絶対に押さないでください。 

 

    ※4 管理画面への https アクセスは VPN 経由でのアクセスのみ許可しているため、 

アクセスできませんので、予めご了承ください。 
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  メールアーカイブサービスの主管理者に「root」というアカウントが登録されております。 

  これは bit-drive のサポート用アカウントとなりますので、変更や削除などは実施しないでください。 

  削除もしくはパスワードの変更を行ってしまうと、bit-drive ヘルプデスクによるサポートが受けられ 

  ませんので、ご注意ください。 

 

 サービスご利用前の注意点 

 メールアーカイブサービスをご利用前に、「メールサーバ・DNS マニュアル」を参照し、マネージメントツール 

    を利用してサービスサーバの設定をお願いします。未設定であった場合、メールアーカイブサービスをご利 

    用できませんので、必ず実施してください。 

 

「メールサーバ・DNS マニュアル」のダウンロードページ 

https://www.bit-drive.ne.jp/support/technical/managed-intranet/index.html 

「設定マニュアルダウンロード」の項目にて、ダウンロードページへのリンクがございます。 

 

 FTP の設定（バックアップとリストアの事前準備） 

バックアップファイルを取得およびリストアのためのアップロードを実行するには、マネージドイントラ

ネットの LAN側にある PC端末から FTPアクセスをする必要があります。その際、マネージメントツー

ルを使用して FTP 専用ユーザーを作成する必要があります。FTP 専用ユーザー以外は、メールアー

カイブサーバにFTPアクセスできません。FTPによるデータの送受信により、ハードディスクの容量を

管理します。 

https://www.bit-drive.ne.jp/support/technical/managed-intranet/index.html
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[１]  マネージメントツールにログイン 

マネージメントツールにログインします。 

 
 

[２]  FTP 専用ユーザーを作成します 

【システム全体＞設定＞ユーザー管理】画面を開きます。 

 
 

 

ユーザー名「ftp-admin」でユーザーを作成します。必ず、このユーザー名で作成する必要がありま

すので、ご注意ください。 
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[３]  FTP プロセス起動の確認 

【メールアーカイブサーバ＞運用管理＞ステータス＞プロセス】画面を開きます。 

FTP サーバのプロセスが「稼働中」であるかを確認します。「停止中」であった場合、動作変更ボタン

から、プロセスの起動をします。 

 

 
 

[４]  FTP サーバの IP アドレスを確認 

【メールアーカイブサーバ＞運用管理＞ステータス＞システムステータス】画面を開きます。 

LAN 側 IP アドレスを確認します。 
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 ディスク容量についての注意点 

ディスク容量の注意点は、必ずご一読のほどお願い申し上げます。 
 

メールアーカイブサービスは、お客さまが送受信したすべてのメールに対して、送受信制御（フィルタリング）・複製 

保存（アーカイブ）し、それらを検索・閲覧等一括管理することができます。 

メールアーカイブサービスの目的は、複製保存(アーカイブ)であるため、アーカイブされたバックアップファイルは 

システムにて自動で削除しない仕様となっております。 

そのため、お客さまにてバックアップファイルのダウンロードやメール保存日数の調整等の作業が必要となり 

ます。 

 

 ディスク容量 
メールアーカイブサーバの初期契約は、15GB の容量となっております。 

OS 本体やログの領域として、約 3GB を使用しますので、実際に使用できる容量は約 12GB となります。 

日々作成されるバックアップファイルも、12GB の中に含まれます。バックアップファイルはダウンロードを 

しない限り、サーバ上に蓄積され続けますので注意が必要です。 

 

メールアーカイブにて 12GB 以上のデータが蓄積され、ディスク使用量が 100%となった場合、全てのメー 

ルサービスが停止します。そのため、お客さまにてディスク使用量を意識した運用をする必要があります 
 

復旧には「ftp-admin」ユーザーのみ圧迫データの退避を実施する事ができます。 
必ず事前に作成してください。 

 
現在のディスク容量については、「11-8 ドライブ情報」をご参照ください。 

 
 保存メールの日数 
保存メールの日数により、メールアーカイブの管理画面上で確認できるメールの日数が変わります。保存日数 

が180日であった場合、保存メール一覧で確認できる日数は過去180日分となります。日数が多いほど確認で 

きる日数が多いため、利便性は高いです。しかし、日数が多いとその分メールアーカイブサーバのディスク使用 

量も多くなります。1日のメール送受信流量が 100MBと仮定し、120日経過した場合、100MB×120日=12GB 

となります。メール保存日数を 120 日以上で設定し、120 日以上経過した場合、ディスク容量が 100%となり、 

メールサービスが停止する危険性があります。 

 

ディスク容量が 100%になる事を未然に防ぐためにも、日々のメール送受信流量を確認のうえ 

保存メールの日数を調整する必要があります。 

 メール送受信流量については、「6 レポート」をご参照ください 

 保存メールの日数については、「10-4-3 保存メール」をご参照ください 
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 バックアップ 
メールアーカイブサーバは、zip 形式にてバックアップファイルをサーバ上に保存します。 

保存されたバックアップファイルは、お客さまにて削除しないかぎり、サーバ上に制限なく保存されます。バック 

アップファイルが保存され続けた場合、使用量が増加し、ディスク容量が 100%となる危険性があります。 

ディスク容量が 100%になる事を未然に防ぐためにも、お客さまの操作にて、バックアップファイルのダウンロー 

ド及び削除を実施する必要があります。 

 

また、ディスク容量が上限に達した場合、「ftp-admin」ユーザーでのみデータの退避を実施する

ことが可能です。必ず事前に作成してください。 

 バックアップの各種設定や手順については、「10-6 バックアップリストア」をご参照ください 

 

 バックアップファイルの取得 

 

[１]  VPN 拠点の PC 端末から、FTP アクセスします 

 

 アクセス先 

メールアーカイブサーバの LAN 側 IP アドレス。 

※デフォルトでは、『10.255.254.21』です。 

 ユーザー名 

ftp-admin 

 パスワード 

ftp-admin 作成時に指定したパスワード 

 アクセス元の PC 
VPN 拠点にある PC 端末からアクセスをします。 

 フォルダ構成 

「report」：レポートバックアップ 

「save」：保存・保留メールバックアップ 
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[２]  FTP にてアクセスします。 

以下は、FTP のフリーソフト「FFFTP」でのアクセス例を示します。 

 

 ログインします 

「report」と「save」フォルダが表示されます。 

対象フォルダをダブルクリックすることでフォルダ内データ知覧が表示されます。 

 

 
 

 ファイルのダウンロードまたは削除 

お客さまの運用に合わせて、対象ファイルを選択し、ダウンロードや削除を実施します。 

 
 

容量不足を避けるためにも、定期的にお客様環境へのダウンロードを実施した後、メールアーカイブ

サーバから削除する事を推奨します。 

 

① 対象ファイルを選択 
② 対象ファイルのダウンロード 

または削除を実行 
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【全体構成図】 
 

技術担当者さまのご契約のサービスにより、構成が異なります。お客さまが該当する構成についてご確

認ください。 

 構成１：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』 

 構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メールアーカイ

ブサービス』 
 

 メールチェックゲートウェイサービスとは 

メールチェックゲートウェイサービスとは、ウィルスチェックゲートウェイサービスとスパムチェックゲ

ートウェイサービスの2つのサービスの総称です。これらのサービスにご加入のお客さまは、『メー

ルチェックゲートウェイサービス』に関連する設定が必要となります。 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

bit-drive 運用マニュアル 
メールアーカイブ 注意事項 

10/12 2019.5.20 Version 1.0 

 

構成１：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』 
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構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メールアーカイブサービス』 
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【管理画面について】 
「メールアーカイブサーバ」の管理画面は管理者向け、利用者向けの画面がございます。 

ログインするには、Web ブラウザからアクセスします。 

※管理画面は VPN 拠点のみからアクセスが可能です。 

※WAN 側 IP アドレスで、アクセスはできません。 

 

Web ブラウザのアドレス欄に、以下の URL を入力してください。 

 

 管理者向け管理画面 URL 

http://10.255.254.21:14081 
 

 利用者向け管理画面 URL 

http://10.255.254.21:14091 
 

※メールアーカイブサーバの 1 台目の LAN 側 IP アドレスの初期値は『10.255.254.21』です。 

  複数台契約している場合、2 台目以降の LAN 側 IP については、ご加入時のメールの確認もしく

は bit-drive ヘルプデスクまでお問い合わせください。 

 

 アクセス時の注意点 

マネージドイントラネットのプロキシをお使いの場合、「Webサイトアクセス制限」⇒「接続可能

ポート」にて、「14081」ポートを追加する必要がございます。 

 

http://10.255.254.21:14081/
http://10.255.254.21:14091/
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