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clamav (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall clamav を入力してください。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

②

2 インストール方法その2(対話形式)

①

②

③

3 インストール画面
(メールフィルターと共にスキャンを選択)

左の画面はclamavのインストール画面となります。

Please select how you would like to install clamav
こちらの表記はどの様にclamavをインストール
するかを決めてくださいという意味です。
下記に詳細を記載します。

vinstall と入力して下さい。

installと入力して下さい。

clamavと入力して下さい。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

④

②

①

③ Installation of Clamav successful
clamavのインストールに成功いたしました。

Pre-scan messages with Milter
メールフィルターと共にメッセージをあらかじめ
スキャンします。

Post-scan with procmail (no milter)
Procmailによるポストスキャン

Quit Installer
インストールをやめます。

1)

2)

q)

今回はメールフィルターと共にメッセージを

スキャンしますので

1を選択します
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clamav (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall clamav を入力してください。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

②

3 インストール画面
(procmailによるポストスキャンの選択)

左の画面はclamavのインストール画面となります。

Please select how you would like to install clamav
とはどの様にclamavをインストールするかを
決めてくださいという意味です。
下記に意味を書きます。

②

①

Pre-scan messages with Milter
メールフィルターと共にメッセージをあらかじめ
スキャンしておいて下さい。

Post-scan with procmail (no milter)
Procmailによるポストスキャン

Quit Installer
インストールをやめます。

1)

2)

q)

今回はprocmailによるスキャンを行ないますので

2を選択します

2 インストール方法その2(対話形式)

①

②

③

vinstall と入力して下さい。

installと入力して下さい。

clamavと入力して下さい。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

④
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clamav (インストール)

③ Please select an option below
オプションを選択して下さいと表示されます。

a) scan and tag incoming mail using ‘clamd’ & 
‘clamdscan’ (via procmail) こちらの表記は
clamd(サーバとしての常時起動)と
clamdscan  (clamdのクライアントとしての起動)の
併用を行なうとの意味です。

b) scan and tag incoming mail using 
‘clamdscan’ (via procmail) こちらの表記は
clamdscanのみを行なうとの意味です。

q) quit installation now (make no changes)
インストールを行ないません

④ ここでは推奨されている a）を選びます。

⑤ Please select an option below
オプションを選択して下さいと表示されます。

a) Per-User configuration
1ユーザ辺りの構成とします。

b) Server-Wide configuration
サーバ全体の構成とします。

q) quit installation now (make no changes)
インストールを行ないません

ここでは推奨されている a）を選びます。⑥

⑦ Please select an option below
オプションを選択して下さいと表示されます。

a) $HOME/Quarantine
ホームディレクトリ直下に隔離ディレクトリを
おきます。

b) $HOME/Mail/Quarantine
ホームディレクトリ下にMailディレクトリを作成し
隔離ディレクトリをおきます。

c) /dev/null (immediately discard message 

containing viruses)
至急ウイルスを含むメッセージを削除して下さい。

q) quit installation now (make no changes)
インストールを中止します。

⑧ ここでは推奨されている a）を選びます。

3-1 各オプション選択
(procmailによるポストスキャンの選択)
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clamav (インストール)

⑧ You may configure ClamAV to process email
for a users on your server.

サーバ内のClamAVの構成をユーザのために
メールを処理できるという意味です。

⑨ Would you like to setup ClamAV to process
email for a particular user users now? [yes]:

特定のユーザのためにメールを処理するように
ClamAVをセットアップしますかとの意味です。
ここではyesを選択し、特定のユーザの為に
ClamAVをセットアップします。

⑩ You can select a group of users using spaces 
or commas

スペースもしくはコンマを使いユーザ層を選択
出来ると知らされます。ユーザ層は以下の通りです

1) インストールを行なっている管理者権限のユーザ

A) サーバ内の全てのユーザ

⑪ For which user(s) do you want to configure?

どのユーザ層を選ぶか選択して下さいとの意味です。

⑫ 今回は1の管理者権限のユーザを選択しました。

⑬ sendmailのためのLDAとしてprocmailを
インストールしています。

LDAとは(Local Delivery Agent)の略称です。
これは条件によってサーバ上のメールボックスから
メールを振り分け転送する事が出来る
ツールです。

⑮ Installation of Clamav successful
clamavのインストールに成功した事が示されます。
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clamav (アンインストール)

1 アンインストール方法

① vuninstall clamav を入力してください。

uninstalling clamavとの表示は
アンインストールを行なっているという事です。

②

2 アンインストールの実行画面

左の画面はClamavのアンインストールを
行なっている画面となります。

アンインストールを行い、成功したことが通知されます。

③ Clamavがアンインストールされた事が示されます。

①

②




