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第1.0版



2
NTT Plala Inc.

備考変更箇所等日時

第1.0版（初版）として発行2010.6.24

■変更履歴



3
NTT Plala Inc.

■HES 設定編

IPレピュテーション

P37Remote Manager

P36ディレクトリ管理

P36管理者パスワードの変更

P6コンソールの種類

P41隔離されたメールの表示/配信/削除/送信者の承認

P39エンドユーザ用コンソールへのログイン

エンドユーザ用コンソール

P42承認済み送信者の表示/追加/削除

P38IPレピュテーション

P17ルールの表示

P14ユーザの追加

P27ルールの停止

P28ルールの開始

P37サービス品質文章

サポート外の機能

P35エンドユーザのパスワードの変更

P37webサービス

P29承認済み送信者の表示/追加/削除

P26ルールの削除

P25ルールのコピー

P18ルールの追加

P9トラフィックの詳細表示

P7管理者用コンソールへのログイン

P4HESとは

P30隔離されたメールの表示/配信/削除

P33メール追跡

P31隔離通知メールの設定

P36ロゴの表示

P43パスワードの変更

HES

頁数

設定項目



4
NTT Plala Inc.

HESとは

1.HES

1.1 HESとは

StandardサーバではアンチスパムアンチウィルスとしてTrendMicro社のTrendMicro Hosted Email Security
(以下HES)をご利用できます。HESをご利用になると、Standardサーバでメールを受信する前に、HESにてス

パムメールやウィルスメールの削除、駆除などを行う事が可能です。

※ぷららではHESの利用を推奨しております。

※ 2008年12月14日以前に利用開始となったお客様及びMultiStageより移行されたお客様については、別

途お申し込みが必要となります。（無料） 申込方法については、以下にてご確認ください。
http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html

※IMHSは名称がHESと変更されました。

上記はHESのメール受信のイメージ図になります。HESでは、Standardサーバでメールを受け取る前にスパ

ムメール、ウィルスメールの削除、隔離などを行う事が可能です。

インターネット

HES Standardサーバ

HESメール送信イメージ図

メール

ウィルスメール

スパムメール

メール

上記はHESのメール送信のイメージ図になります。フィルタを作成し意図しないメールの送信を防ぐ事が可能

です。

1.2 メール不通時の調査方法について

HESでは、お客様がログを確認する事が可能となっています。メール不通時の調査として、HESでメールがブ

ロックされていないかを、お客様でご確認いただけますようお願いします。

Standardサーバ側のメールログはお客様で確認が行えない仕様となっております。

インターネット

メール

ウィルスメール

スパムメール

メール

HES
Standardサーバ

HESメール受信イメージ図

疑わしいメール
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HESとは

1.3 メールの削除/隔離

HESではメールの削除、隔離機能が搭載されています。

HESでは、お客様でルールの作成が行えます。ウィルスメールやスパムメールを自動的に廃棄するルールを
作成する事も可能です。HESで削除を行ったメールを回復させることは出来ませんのでご注意下さい。

HESではメールの隔離が行えます。隔離を行ったメールは確認の上Standardサーバへ送信を行ったり、削除

を行う事が可能です。こちらの隔離空間はメールユーザ単位で作成する事も可能です。

また、ユーザ自身の隔離空間であれば、ユーザが自分で配送や削除と言った操作を行う事も可能です。管理
者は全ての隔離空間のメールに対して削除、配送の処理が行えます。

ユーザ単位で隔離空間を持たせる場合は、HESでユーザの追加を行ってください。

インターネット

メール

ウィルスメール

スパムメール

HES

メール

Standardサーバ

HESメール削除イメージ図
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コンソールの種類

2.コンソールの種類

2.1 管理者用コンソール

HESでは、2種類のコンソールがあります。左

記は管理者用のコンソールです。

HESの管理を行うには、管理者用コンソール

でログインする必要があります。

2.2 エンドユーザ用コンソール

左記はエンドユーザ用のコンソールになりま
す。ユーザ単位の隔離領域を作成している場
合に表示されます。

エンドユーザ用のコンソールでは、自分宛の
隔離されたメールの処理や、承認済み送信者
の追加、パスワード変更のみが行えます。

※エンドユーザ用のコンソールではルールで
スパムとして判定され隔離されたメールのみ
表示されます。件名によるフィルタリングなど
で隔離された場合は、管理者用のコンソール
で配信/削除を行う必要があります。
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管理者用コンソールへのログイン

3.管理者用コンソールへのログイン

3.1 TrendMicroアンチスパム・ウィルス
HESの管理者コンソールを表示するには、ホ
スティングログインIDでログイン後、下記の操

作を行ってください。

初めにメール内のTrendMicroアンチスパム・

ウィルスをクリックして下さい。

※HESの管理を行うには管理者用のコンソー

ルにログインする必要があります。必ずホス
ティングログインIDでコントロールパネルにロ

グインし、操作を行ってください。

3.2 HESの表示

TrendMicro アンチスパム・ウィルスをクリック

して下さい。

2.3 HES管理画面の表示

HESの管理者コンソールが表示されます。ロ

グイン直後はトラフィック、サイズ、脅威、詳細、
スパムメール送受信者（上位）、ウィルス送受
信者(上位）が表示されます。

※HESではシングルサインオン機能がありホ
スティングログインIDでログインした場合は

ユーザ認証が自動的に行われます。
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管理者用コンソールへのログイン

3.4 マニュアルのダウンロード

画面上部のプルダウンより、マニュアルのダ
ウンロードが行えます。

詳細なHESの動作や設定方法について記載

されています。本書と併せてご参照下さい。

※マニュアルに記載されている、Email 
Encryption、管理者パスワードの変更、ディレ
クトリ管理、ドメイン管理、ロゴの表示、web
サービス、ライセンス、サービス品質文章の機
能はご利用になれませんのでご注意下さい。

またIPレピュテーション機能は有効になってい

ますが、お客様で確認変更は行えません。

3.5 メールトラフィック表示の変更

表示される、メールトラフィックの方向を変更し
たい場合は、管理画面上部のメールトラフィッ
クの方向を変更し、表示更新をクリックして下
さい。

3.6 送信トラフィックの一覧

ダッシュボードの一覧が送信トラフィック一覧
に変更されます。

確認したい内容により、トラフィックの方向を切
り替えてご利用下さい。
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トラフィックの詳細

4.トラフィックの詳細

4.1 TrendMicroアンチスパム・ウィルス
HESのトラフィックの詳細を確認するには、ホ
スティングログインIDでコントロールパネルに

ログイン後、下記の操作を行ってください。

初めにメール内のTrendMicroアンチスパム・

ウィルスをクリックして下さい。

※HESの管理を行うには管理者用のコンソー

ルにログインする必要があります。必ずホス
ティングログインIDでコントロールパネルにロ

グインし、操作を行ってください。

4.2 HESの表示

TrendMicro アンチスパム・ウィルスをクリック

して下さい。

4.3 HES管理画面の表示

HESの管理者コンソールが表示されます。ロ

グイン直後はトラフィック、サイズ、脅威、詳細、
スパムメール送受信者（上位）、ウィルス送受
信者(上位）が表示されます。

※HESではシングルサインオン機能がありホ
スティングログインIDでログインした場合は

ユーザ認証が自動的に行われます。
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トラフィックの詳細

4.4 トラフィックの詳細

トラフィックをクリックして下さい。

4.5 表示範囲の指定

表示範囲を指定するにはメニュー上部から範
囲を指定し、表示更新をクリックして下さい。

4.6 範囲指定後の表示

表示の更新をクリックすると、指定した範囲の
詳細が表示されます。

左記は1年の範囲を指定し表示した例になり

ます。
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トラフィックの詳細

4.8 グラフの保存

ダウンロードが開始されますので、保存をク
リックし保存して下さい。

4.7 グラフのエクスポート

表示されている図をダウンロードする場合は
エクスポートをクリックして下さい。

4.9 メールサイズの詳細

トラフィックと同様にメールサイズについても詳
細を確認する事が出来ます。サイズをクリック
し、表示を行ってください。

トラフィックと同様の操作で、日、週、月、年の
単位で詳細を表示する事が可能です。
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トラフィックの詳細

4.10 脅威の概要

メールの種類別の割合について確認する事
が出来ます。脅威をクリックし、表示を行ってく
ださい。トラフィックと同様の操作で、日、週、
月、年の単位で詳細を表示する事が可能です。

左記は1年の範囲を指定し表示した例になり

ます。

検出された脅威の詳細についても確認する事
が出来ます。サイズをクリックし、表示を行っ
てください。

トラフィックと同様の操作で、日、週、月、年の
単位で詳細を表示する事が可能です。

4.11 脅威の詳細

4.12 スパムメール送受信者数の詳細

スパムメール送受信者の詳細を確認する事
が出来ます。サイズをクリックし、表示を行っ
てください。

トラフィックと同様の操作で、日、週、月の単位
で詳細を表示する事が可能です。

左記は、ひと月の範囲を指定し表示した例に
なります。また、スパムメールが検知されな
かった為、表示データーなしになっています。
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トラフィックの詳細

4.13 ウィルス送受信者数の詳細

ウィルス送受信者について詳細を確認する事
が出来ます。脅威をクリックし、表示を行ってく
ださい。トラフィックと同様の操作で、日、週、
月、年の単位で詳細を表示する事が可能です。

左記は、ひと月の範囲を指定し表示した例に
なります。また、ウィルスメールが検知された
なかった為、表示データーなしになっています。

以上で、トラフィックの詳細表示が完了します。



14
NTT Plala Inc.

ユーザの追加

5.ユーザの追加

5.1 TrendMicroアンチスパム・ウィルス
HESでユーザ単位の隔離領域を追加するに

は、下記のユーザの追加を行って下さい。

初めにメール内のTrendMicroアンチスパム・

ウィルスをクリックして下さい。

※登録を行いたいユーザでコントロールパネ
ルにログインし作業を行ってください。

5.2 ログイン画面の表示

TrendMicro アンチスパム・ウィルスをクリック

して下さい。

5.3 新規アカウントの登録

HESのログイン画面が表示されますので、新

規アカウントの登録をクリックして下さい。
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ユーザの追加

5.4 ユーザ情報の入力

下記の情報を入力し、終了をクリックして下さい。

・性

名字

・名

名前

・メールアドレス

HESを利用するエンドユーザのメールアドレス

・メールアドレスの確認

同上

・パスワード

パスワード

・パスワードの確認

同上

・セキュリティの質問

パスワードを忘れた際に再発行する為の質問

・回答

上記の回答

・画像テキスト

入力欄の上に記載されている文字

5.5 アクティベーションコードの送信

保存をクリックするとアクティベーションコード
が登録したユーザへ送信されます。

メールを確認して下さい。
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ユーザの追加

5.6 メールの確認

アクティベーションコードが記載された、メール
が登録したユーザ宛にメールで届きます。

文中のアクティベーションURLにアクセスして

下さい。

5.7 アカウントのアクティベート

アクティベーションURLにアクセスを行うと、ア

クティベートがされましたと表示されます。

確認後、続行をクリックして下さい。

5.8 ログイン

続行をクリックするとログイン画面が表示され
ます。登録を行ったメールアドレス、パスワー
ドを入力しログインをクリックして下さい。

5.9 ユーザの隔離の表示

ユーザの隔離領域が表示されます。

以上で、ユーザの追加が完了します。
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ルールの表示

6.ルールの表示

6.1 ポリシー

HESでは、どのようなメールが届いた場合に

どのような処理を行うかと言う、ルールが設定
できます。

ルールの確認を行うには下記の作業を行って
ください。

初めに、ポリシーをクリックして下さい。

6.2 ルールの一覧

ルールの一覧が表示されます。

確認したいルールの名前をクリックして下さい。

※一覧表示には、数十秒かかる場合もありま
す。

6.3 ルールの詳細

ルールの詳細が表示されます。

・メッセージ

ルールが適用される範囲

・メッセージの属性が一致

適用条件

・処理

条件に一致した場合の処理

以上で、ルールの表示が完了します。
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ルールの追加

7.ルールの追加

7.1 ポリシー

HESでは、どのようなメールが届いた場合に

どのような処理を行うかと言う、ルールをお客
様で作成する事が可能です。作成するには下
記の作業を行ってください。

初めに、ポリシーをクリックして下さい。

※振り分け設定や、処理については複数の設
定が行えます。当マニュアルでは全てのユー
ザで特定の件名の入ったメールを受信した際
に、自動的にメールを削除する設定について
記載しています。

7.2 ルールの一覧

ルールの一覧が表示されます。追加をクリック
して下さい。

※一覧表示には、数十秒かかる場合もありま
す。表示されない場合は、しばらくお待ち下さ
い。

7.3 適用対象の選択

受信者と送信者の選択画面が表示されます。

適用対象を受信メッセージに設定して下さい。
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ルールの追加

7.4 受信者の設定

宛先内の受信者をクリックして下さい。

7.5 宛先の設定

宛先の選択画面が表示されます。

全ての受信者に対して設定を行うのでドメイン
を選択して下さい。

7.6 ドメインの選択

対象ドメインをクリックで選択し、追加をクリッ
クして下さい。

画面右側のリストに追加された事を確認し保
存をクリックして下さい。
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ルールの追加

7.7 送信者の設定

差出人内の送信者をクリックして下さい。

7.8 差出人の設定

すべてのユーザが選択されている事を確認し
て下さい。確認が終わりましたら、キャンセル
をクリックして下さい。

7.9 受信者と送信者の選択の終了

以上で、受信者と送信者の設定が完了します。

次へをクリックして下さい。
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ルールの追加

7.10 キーワードの選択

受信者と送信者の選択が完了すると、次に検
索条件の選択画面が表示されます。

詳細にチェックを入れ、キーワードをクリックし
て下さい。

7.11 キーワードリスト

キーワードグループの一覧が表示されます。

追加をクリックして下さい。

7.12 キーワードのリストの登録

キーワードの登録画面が表示されます。

リスト名を入力し、追加をクリックして下さい。
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ルールの追加

7.13 キーワードの登録

キーワードの登録画面が表示されます。登録
したいキーワードを入力し、保存をクリックして
下さい。

※登録するキーワードは、正規表現で入力を
行ってください。演算子として扱われる特定の
記号を文字として扱われるようにするには、そ
の文字の直前にバックスラッシュを入れる必
要があります。

7.14 キーワードの確認

保存をクリックすると、登録したキーワードが
表示されます。

7.15 キーワードの削除

誤ってキーワードを登録してしまった場合など
は、削除したいキーワードにチェックボックスを
入れ、削除をクリックして下さい。
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ルールの追加

7.16 キーワードの保存

キーワードは複数登録を行う事が可能です。

登録が完了しましたら、保存をクリックして下さ
い。

7.17 キーワードリストの選択

キーワードリストの表示画面に戻りますので、
作成したリストをクリックで選択して下さい。

その後、画面中央の矢印をクリックし選択済
みのリストに追加を行い完了をクリックして下
さい。

7.18 検索条件の選択

完了をクリックすると、検索条件の選択画面に
戻ります。

詳細と件名のキーワードにチェックが入ってい
る事を確認し、次へをクリックして下さい。

以上で検索条件の設定とキーワードの登録が
完了します。
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ルールの追加

7.19 処理の選択

次へをクリックすると、処理の選択画面が表示
されます。

インターセプト内のメッセージ全体を削除に
チェックを入れて下さい。以上で、処理の選択
が完了します。

次へをクリックして下さい。

7.20 名前と備考

次へをクリックすると、名前と備考欄の入力画
面が表示さえれます。

ルール名を入力し、有効にするにチェックを入
れ保存をクリックして下さい。

7.21 ルールの一覧

保存をクリックすると、ルールの一覧が表示さ
れます。

新規に作成したルールは黄色で表示されます。

以上で、ルールの追加が完了します。
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ルールのコピー

8.ルールのコピー

8.1 ポリシー
ルールをコピーするには、下記の作業を行っ
てください。

初めにポリシーをクリックして下さい。

8.2 ルールのコピー

コピーしたいルールにチェックを入れ、コピー
をクリックして下さい。

8.3 コピーの確認

ルールがコピーされます。

コピーされたルールにはCopy of ルール名と

言った名前が付与されます。

※コピーの確認メッセージや、コピー後のメッ
セージは表示されませんのでご注意下さい。

以上で、ルールのコピーが完了します。以上で、ルールのコピーが完了します。
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9.ルールの削除

9.1 ポリシー
ルールを削除するには、下記の作業を行って
ください。

初めにポリシーをクリックして下さい。

9.2 ルールの削除

削除したいルールにチェックを入れ、削除をク
リックして下さい。

9.2 削除の確認

ルールが削除されます。

※削除の確認メッセージや、削除後のメッ
セージは表示されませんのでご注意下さい。

以上で、ルールの削除が完了します。以上で、ルールの削除が完了します。
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10.ルールの停止

10.1 ポリシー
作成したルールを、一時的に停止に変更する
には、下記の作業を行ってください。

初めにポリシーをクリックして下さい。

10.2 ルールの選択

停止したいルールをクリックして下さい。

10.3 ルールの停止

有効にするのチェックを外し、保存をクリックし
て下さい。

10.4 停止の確認

保存をクリックすると、ルールの一覧が表示さ
れます。

停止したルールは黄色で表示され、ステータ
スのアイコンが赤色に変更にされます。
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11.ルールの開始

11.1 ポリシー
停止したルールを、開始し再び有効にするに
は、下記の作業を行ってください。

初めにポリシーをクリックして下さい。

11.2 ルールの選択

停止したいルールをクリックして下さい。

11.3 ルールの開始

有効にするにチェックを入れ、保存をクリックし
て下さい。

11.4 開始の確認

保存をクリックすると、ルールの一覧が表示さ
れます。

開始したルールは黄色で表示され、ステータ
スのアイコンが緑色に変更にされます。
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12.承認済み送信者の追加/削除

12.1 承認済み送信者
HESではルールの影響を受けないメール送

信者の登録が行えます。

初めに承認済み送信者をクリックして下さい。

12.2 承認済み送信者の一覧

承認済み送信者をクリックすると、承認済み送
信者の一覧が表示されます。

12.3 承認済み送信者の追加

追加したい承認済み送信者のメールアドレス
を入力し、送信者の承認をクリックして下さい。

12.4 承認済み送信者の削除

承認済み送信者の削除を行うには、削除した
い承認済み送信者にチェックを入れ、削除を
クリックして下さい。

以上で、承認済み送信者の表示/追加/削除以上で、承認済み送信者の表示/追加/削除
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13.隔離されたメールの表示/配信/削除

13.1 クエリ
ルールにより隔離されたメールの再配信、削
除を管理者が行うには下記の作業を行ってく
ださい。

初めに、隔離内のクエリをクリックして下さい。

※受信メールで隔離されたメールのみを表示
する機能になります。送信メールが隔離され
た場合は表示されません。

13.2 隔離されたメールの一覧表示

下記の情報を入力し検索をクリックして下さい。

・受信者

受信者名メールアドレス

・送信者

送信者名メールアドレス ※空白可

13.4 隔離されたメールの削除

隔離されたメールの削除を行うには、削除し
たいメールにチェックを入れ、削除をクリックし
て下さい。

13.5 隔離されたメールの配信

隔離されたメールの配信を行うには、配信し
たいメールにチェックを入れ、配信をクリックし
て下さい。

13.3 隔離されたメールの表示

隔離されたメールの一覧が表示されます。

以上で、隔離メールの表示/削除/配信が完了します。以上で、隔離メールの表示/削除/配信が完了します。
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14.隔離通知メールの設定

14.1 設定
隔離通知メールの設定を行うには下記の作業
を行ってください。

初めに隔離内の設定をクリックして下さい。

14.2 レポートの設定の表示

HESでは、隔離通知メールの有効無効やカス

タマイズを行う事が可能です。
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14.3 通知メールの有効
通知メールを有効にするには画面右上のボタ
ンをクリックし、ボタンを有効にして下さい。

14.4 レポート送信の日時設定
次に下記の情報を入力して下さい。

・曜日

日次（毎日)または、月、火、水、木、金、土、日

・時刻

時間、タイムゾーン

14.5 レポートの詳細設定

下記の情報を入力し、保存をクリックして下さい。

・送信者のメールアドレス

通知メールの送信者アドレス

・件名

通知メールの件名

・インライン処理の有効/無効

通知メールのインライン処理の有無

※インライン処理はMicrosoft Office XP 
Service Pack 3で動作するMicrosoft 
Outlook 2003 (SP3) またはOutlook 
Express 6.0のみをサポートしております。

・HTMLコンテンツ

メール本文/メール添付ファイル

・プレーンテキストコンテンツ

メール本文
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14.6 隔離通知メール
隔離通知メールを有効にした場合は、通知
メールが届きます。

左記はインライン処理を無効にした場合のサ
ンプルになります。

以上で、隔離通知メールの設定が完了します。以上で、隔離通知メールの設定が完了します。

インライン処理を有効にした場合は、左記のよ
うな通知メールが届きます。



34
NTT Plala Inc.

メール追跡

15.メール追跡

15.1 メール追跡
HESのメール追跡を行うには、下記の作業を

行ってください。

初めにログ内のメール追跡をクリックして下さ
い。

15.2 メール追跡の設定

下記の情報を入力し検索をクリックして下さい。

・日時

確認したいログの日時

・方向

受信/送信

・送信者

送信者名

・受信者

受信者名

15.3 メール追跡の表示

検索をクリックすると、検索結果が表示されま
す。

左記は削除されたメールの表示例になります。

以上で、メールの追跡が完了します。以上で、メールの追跡が完了します。
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16.エンドユーザパスワードの変更

16.1 エンドユーザのパスワード
HESに登録されているエンドユーザのパス

ワードの変更を行うには、下記の操作を行っ
てください。

初めに、エンドユーザのパスワードをクリックし
て下さい。

16.2 エンドユーザのパスワード変更

HESに登録されているエンドユーザのパス

ワードの変更を行うには、下記の情報を入力
し保存をクリックして下さい。

・管理済みエンドユーザのメールアドレス

エンドユーザユーザ名

・ドメイン名

エンドユーザのドメイン名

・新しいパスワード

新しいパスワード

・パスワードの確認

同上
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17.サポート外の機能

17.1 管理者パスワードの変更

管理者パスワードの変更はサポート外となってお
ります。

管理者パスワードの変更を行うには、Standard
サーバ側で変更を行ってください。

こちらの機能で管理者パスワードの変更を行った
場合は、シングルサインオンの機能が正常に動
作しません。

※こちらの機能を使われないようお願いします。

※メニューより削除する予定です。

17.2 ディレクトリ管理

ディレクトリを用いた管理機能はサポート外と
なっております。

※こちらの機能を使われないようお願いします。

※メニューより削除する予定です。

17.3 ロゴの表示
HESのロゴを表示機能はサポート外となってお

ります。

※こちらの機能を使われないようお願いします。

※メニューより削除する予定です。
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17.4 Webサービス

Webサービスクライアント機能はサポート外と

なっております。

※こちらの機能を使われないようお願いします。

※メニューより削除する予定です。

17.5 サービス品質文章

サービス品質文章の表示機能はサポート外と
なっております。

※こちらの機能を使われないようお願いします。

※メニューより削除する予定です。

17.6 Remote Manager

Remote Managerの機能はサポート外となって

おります。

※こちらの機能を使われないようお願いします。

※メニューより削除する予定です。
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18.IPレピュテーション

18.1 IPレピュテーションについて

HESでは標準でIPレピュテーション機能が有効になっています。こちらはお客様で設定の確認及び変更が

出来ない仕様となっております。

現在は下記の設定が行われています。

ONオープンプロキシ

ONオープンリレー(RSS)

ON動的に割り当てられたIPアドレス(DUL)

ON既知のスパムメール送信先(RBL)

スタンダードIPレピュテーション管理

OFF有効なメールサーバーに対する例外処理

高トラフィックボリュームの大きいメールサーバに対する例外処理

レベル2IPレピュテーション機能

IPレピュテーション設定
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1.エンドユーザ用コンソールへのログイン

1.1 TrendMicroアンチスパム・ウィルス
エンドユーザ用のコンソールを表示させるに
は、下記の作業を行ってください。

初めにメール内のTrendMicroアンチスパム・

ウィルスをクリックして下さい。

※表示を行いたいエンドユーザでコントロール
パネルにログインし作業を行ってください。

※コントロールパネルへのログイン方法はビ
ジネスサーバシリーズ設定マニュアル～
Standard～基本編を参照して下さい。

1.2 ログイン画面の表示

TrendMicro アンチスパム・ウィルスをクリック

して下さい。

1.3 ログイン

HESのログイン画面が表示されますので、
HESに登録したユーザ名、パスワードを入力

しログオンをクリックして下さい。
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1.4 TrendMicroアンチスパム・ウィルス
エンドユーザ用のコンソールが表示されます。

以上で、エンドユーザ用コンソールへのログインが完了します。以上で、エンドユーザ用コンソールへのログインが完了します。
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2. 隔離されたメールの表示/配信/削除/送信者の承認

2.1 隔離されたスパムメール
エンドユーザ用のコンソールで隔離されたメー
ルの表示/配信/削除/承認者の承認を行うに

は、下記の作業を行ってください。

2.2 隔離されたメールの一覧
隔離されたメールが表示されます。

2.3 隔離されたメールの削除

隔離されたメールを削除するには、削除した
いメールにチェックを入れ、削除をクリックして
下さい。

2.4 隔離されたメールの配信
隔離されたメールを配信するには、配信した
いメールにチェックを入れ、配信をクリックして
下さい。

2.5 隔離されたメールの配信及び送信者の承認
隔離されたメールを配信し、今後同様の宛先
からのメールを全て隔離しない設定にするに
は、対象のメールにチェックを入れ、配信及び
送信者の承認をクリックして下さい。

以上で、隔離されたメールの表示/削除/配信/送信者の承認が完了します。以上で、隔離されたメールの表示/削除/配信/送信者の承認が完了します。
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3.承認済み送信者の表示/追加/削除

3.1 承認済み送信者
エンドユーザ用のコンソールでルールの影響
を受けないメール送信者の登録を行うには下
記の作業を行ってください。

初めに承認済み送信者をクリックして下さい。

3.2 承認済み送信者一覧
承認済み送信者一覧が表示されます。

3.3 承認済み送信者の追加
承認済み送信者を追加するには通知する送
信者メール内に承認するEメールアドレスを入

力し、追加をクリックして下さい。

3.4 承認済み送信者の削除
承認済み送信者の削除を行う場合は、削除し
たい送信者にチェックを入れ削除をクリックし
て下さい。

以上で、承認済み送信者の表示/追加/削除が完了します。以上で、承認済み送信者の表示/追加/削除が完了します。
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4.パスワードの変更

4.1 パスワード
パスワードの変更を行うには下記の作業を
行って下さい。

初めに、パスワードをクリックして下さい。

4.2 パスワードの設定
下記の情報を入力し、保存をクリックして下さ
い。

・現在のパスワード

現在のパスワード

・新しいパスワード

新しいパスワード

・パスワードの確認

同上

以上で、パスワードの変更が完了します。以上で、パスワードの変更が完了します。


