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spamassassin (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall spamassassinを入力してください。

installing spamassassinと表示され
インストールを行なう画面へ切り替わります。

②

⑦

Would you like to setup Spam Assassin 3.2.5 to 
process *all* email received by this server now?
この表記は、受信されたメール全てに
Spam Assassinを適用するかという意味になります。
今回はyesを選択し適用させました。

⑧

左の画面がインストールを行なう画面となります。

⑨ would you like to have Spam Assassin 3.2.5
tag incoming email
この表記は、このユーザに対して届いた
メールにtagをつけるかどうかという意味になります。
今回はyesを選択しtagを付けるようにしました。

2 インストール方法その2(対話形式)

③ vinstall と入力してください。

④ install と入力して下さい。

⑥ installing spamassassinと表示されインストールを
行なう画面へ切り替わります。

通常のインストールと対話形式のインストール
ではこれ以降手順が変わる事は無いので
纏めて記載致します。

⑤ spamassassin と入力して下さい。
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spamassassin (インストール)

Nothing (i.e., “tag-only”—deliver spam and

non-spam as usual

通常通りの処理で何もしません

[A]

[B] Deliver spam to a special mailbox (e.g., /var/

mail/spam, /Mail/Junk, etc.)
spamと判定されたメールだけを特定のメール
ボックスに送ります。

Deliver spam to a special mailbox, forward 
non-spam to another email address
spamと判定されたメールだけを特定の
メールボックスに送り、正常なメールを別の特定の
メールアドレスに送ります。

[C] 

Forward spam to another email address
(e.g., myspam@yahoo.com)
spamと判定されたメールだけを特定の
メールアドレスに転送いたします。

[D]

what would you like to do with the email message
tagged by Spam Assassin 3.2.5? と表記されます。
こちらの表記は、spamと判定されtagをつけたメールに
対してどの様な働きをさせるかという事です。
下記に各オプションの概要を記載致します。

⑪

Delete spam (not recommended!)
spamと判定されたメールを削除します。
spamの判別をユーザで確認する前に削除するので
推奨されていません。

[E]

Delete spam , forward non-spam to another email
address (not recommended!)
spamと判定されたメールを削除し
正常なメールを特定のアドレスに転送します。
こちらもspamの判別をユーザで確認する前に
削除するので推奨されていません。

[F]

今回は[B]を選択します。
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Please enter the path where you want spam
delivered : [/var/mail/spam]

こちらの表記は、spamメールを保存するディレクト
リとを指定して欲しいとの意味です。
今回は推奨の/var/mail/spamを入力しています。

⑫

⑬ ‘var/mail’ does not exist in your account. Shall I 
create it? [yes] と表記されます。

こちらの表記は、現在/var/mailというディレクトリは
存在しないので作成しても良いですかという意味です。
ここではyesを選択してディレクトリを作成しています。

Would you like to keep a log of email Spam Assassin 
3.2.5 processes? [no] : 

こちらの表記は、spam assassinに対するログを
保存するかどうかと言うことです。
今回はyesを選択しログを残すことにしています。

⑭

⑮ Please enter the location where you want to log 
Spam Assassin 3.2.5 actions: [var/log/spam.log] : 

こちらの表記は、ログを保存するディレクトリとファイ
ル名を指定して欲しいとの事です。
今回は推奨の/var/log/spam.log を選択しました。

⑯ Would you like to setup Spam Assassin 3.2.5 to process 

email for a particular useｒ now?] : 
こちらの表記は、特定のユーザのためにメールを
処理するようにSpam Assassinを設定したいか
という意味です。

今回はnoを選択しました。

⑰ インストールが完了しました。
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spamassassin (アンインストール)

1 アンインストール方法

① vuninstall spamassassin を入力してください。

uninstalling spamassassin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

①左の画面はSpamAssassinのアンインストールを
行なっている画面となります。

②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 SpamAssassinがアンインストールされました。




