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エグゼクティブサマリー

1970年にHotmailがサービスを開始して以来、クラウドベースの
電子メールサービスはIT環境の一端を担ってきました。ホストさ
れた電子メールソリューションは、柔軟性、使用感の一貫性、生
産性ツールとの統合、セキュリティ、拡張性、管理の容易さといっ
た側面で標準を打ち立ててきました。

しかし、ビジネス ユーザーにとっては、ホストされたサービスを
使用すると組織のすべての電子メール データがクラウドに移行さ
れてしまい、直接管理できなくなることが難点となっています 1。
そうしたサービスの保護が堅牢であっても、組織によっては独自の
電子メール サービスをホストしてすべての機密データを完全に管
理したいと考えることがあります。

このホワイトペーパーでは、SynologyMailPlusのソフトウェアア
ーキテクチャによって日常の電子メールサービスがどのように保
護されるかを解説します。また、対応する電子メールセキュリテ
ィ機能と、自己ホスト電子メールサーバーがもたらすすべての利
点について説明します。セキュリティは複数のレベルで確保されて
おり、これによってMailPlusServerは、スパム、フィッシングの
脅威、ウイルス、その他の電子メールに起因する脅威ベクトルに対
処することができると同時に、高い処理パフォーマンスを維持し、
高レベルの構成およびカスタマイズが可能となっています。

SynologyMailPlusのサーバーおよびクライアントソリューション
は、拡張性、柔軟性、統合、および使いやすさというクラウドの利
点を提供しながら、データとハードウェアを独自にホストするこ
とでしか得られないプライバシーとセキュリティを維持します。
SynologyNASアーキテクチャでは、堅牢なハードウェア、洗練さ
れた管理ツール、直感的なユーザーインターフェイスが理想的な
形で組み合わされており、組織はこれを使用することで、電子メー
ルのクラウドソリューションの利点を享受しながら、ハードウェ
ア資産とソフトウェア資産を完全に管理することができます。

エグゼクティブサマ
リー

1. Googleが、Gmailユーザーの受信箱の読み取りと解析を一部の外部ソフトウェア開発
者に許可していることが、2018年7月2日にさまざまな報道機関で報道されました（詳
細はこちら）。

http://www.abc.net.au/news/2018-07-04/google-admits-it-allows-external-apps-to-access-user-data/9938556
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自己ホスト電子メールサービスでデータを保護

今日の世界では、電子メールホスティングサービスは至る所で提
供されており、多くの場合当たり前のサービスとして受け入れられ
ています。電子メールホスティングには利点もありますが、欠点
もあります。

まず、ホストされたサービスを使用すると、直接管理できず見るこ
ともできないサーバー上にデータが格納されます。ほとんどの場
合、それでも問題は起きないかもしれませんが、今日の電子通信が
担っているミッションクリティカルな性質と機密性を考慮すると、
「ほとんどの場合」では十分とは言えないでしょう。

また、このことはデータ主権の要件にも影響を及ぼします。つま
り、重要なビジネスデータおよびプライベートデータを会社や組
織と地理的に同じ地域に保存することが求められる場合に法律上の
問題となりますが、すべてのホストされたサービスがこれを保証で
きるわけではありません。

これらは、自己ホスト電子メールソリューションの導入を検討す
る強い動機となります。

独自サービスのホスティングを後押しする最も強い論拠が自治権で
す。独自の電子メールサーバーを稼働させることで、データを独
占的に管理でき、そのすべてを組織のインフラストラクチャのみに
格納することができます。

また、自己ホストソリューションは柔軟性も提供します。パブリ
ッククラウドプロバイダの匿名サービスでは実現できないレベル
で、組織の要件に合わせて電子メールシステムの外観と操作感を
構成および管理し、スパム管理やセキュリティのための独自のパラ
メータを細かく調整し、ユーザー管理をカスタマイズすることがで
きます。

ただし、自己ホスト電子メールソリューションでは、ホストされ
たソリューションで提供されているのと同等かそれを上回るセキュ
リティも提供する必要があります。

ここでSynologyMailPlusが真価を発揮します。SynologyNASプラ

自己ホスト電子メー
ルサービスでデータ
を保護

ットフォームと緊密に統合されているMailPlusは、高度にセキュ
アで構成可能な電子メールソリューションを提供します。このホ
ワイトペーパーでは、SynologyMailPlusに組み込まれているセキ
ュリティテクノロジーを詳細に説明します。
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SynologyMailPlusのソフトウェアアーキテクチャ

SynologyMailPlusの
ソフトウェアアーキ
テクチャ
SynologyMailPlusは、拡張可能で機能豊富な電子メールサーバー
クライアントソリューションを提供します。

SynologyMailPlusのアーキテクチャは、現代の電子メールサービ
スに期待されるすべての機能、セキュリティおよび柔軟性を提供す
るように設計されています。さらに、高い拡張性も備えており、わ
ずか5人のユーザーからなる小規模な企業から、何千人もの従業員
がいる大規模用途まで対応できます。

着信メール プロセス  

SynologyMailPlusのセキュリティは、スパム、フィッシング攻撃、
および電子メールサーバーを標的とするその他のあらゆる脅威お
よび妨害に対する高度な保護を提供するために、継続的な改善が行
われています。これらの脅威の大部分は受信電子メールによっても
たらされるので、Synologyではこの部分に重点的に対処すること
で最大限のセキュリティを提供すると同時に、処理効率の微調整に
よってワークフローへの影響を最小限に抑えています。次の図に、
SynologyMailPlusの着信メールプロセスの概要を示します。

メール転送エージェントであるPostfixによって、スパムボットや
マルウェアに対する最初の防御層が実装されます。Postfixは、ス
パム /ウイルスのフィルタリング、メッセージストアへのアクセ
ス、およびその他のSMTPレベルのアクセスポリシーを実現する
ために、他のアプリと連携します。

DovecotLDAは、Postfixからメールを受け取ってユーザーのメー
ルボックスに配信します。DovecotはSynologyMailPlusのPOP3/
IMAPサーバーです。また、Dovecotは継続的な可用性を確保する
ためにMailPlusHighAvailabilityアーキテクチャ全体でメールデー
タを複製します。

メールクライアントには、SynologyMailPlusWebクライアントを
使用することも、Outlook、Thunderbirdなどのサードパーティの
メールクライアントを使用することもできます。

SynologyMailPlusの着信電子メールのセキュリティの詳細につい
ては、「第3章電子メールのセキュリティ」を参照してください。

図1：着信メールの処理-概要

SynologyMailPlusクライアントは、連絡先管理、メールボックス
の作成、ラベル付け、フィルタリング、検索などの、ワークステー
ションの電子メールクライアントに期待される必要な機能をすべ
て提供します。さらに、MailPlusは、優先メールボックスや共有メ
ールボックスなどのメールユーティリティも提供します。MailPlus
はSynologyChatおよびSynologyCalendarにシームレスに統合さ
れているので、コミュニケーションおよびスケジューリングのハブ
として使用できます。また、ChatプラグインとCalendarプラグイ
ンを使用することで、数回クリックするだけで電子メールチェー
ンでリアルタイムの討論を行ったり、to-doリストを作成したりす
ることもできます。

対応するメール クライアントのタイプ

SynologyMailPlusクライアント
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SynologyMailPlusのソフトウェアアーキテクチャ

電子メールのセキュリティ  

「電子メールのセキュリティ」では、電子メール通信において不正
アクセス、データ損失、データ侵害から機密情報や個人情報を保護
するために必要なすべての方法について説明します。データ損失の
防止に加えて、電子メールはマルウェア、スパム、およびフィッシ
ング攻撃を受けやすい脅威ベクトルとなっており、それらの攻撃は
詐欺的なコンテンツを使って受信者が機密情報を開示したり、添付
ファイルを開いたり、標的のデバイスまたはネットワークにマルウ
ェアをインストールするハイパーリンクをクリックしたりするよう
に仕向けます。

最近、世界では大規模なコンピュータセキュリティインシデント
が急増しています。例えば、WannaCryランサムウェアの攻撃 2 で
は、2017 年 5 月に150か国で230,000 台を超すコンピュータが感
染しました 3。このような攻撃の多くは電子メールを介して行われ
ており、電子メールへの脅威が広まっているので電子メールのセキ
ュリティが重要になります。

このセキュリティ要件に対応するために、SynologyMailPlusでは、
アーキテクチャ、サーバーおよびクライアントのレベルで統合さ
れたセキュリティを提供しています。堅牢なセキュリティインフ
ラストラクチャが製品に組み込まれていることに加えて、MailPlus
は、サードパーティおよびオープンソースのセキュリティ製品と簡
単に連携して、進化するスパム、ウイルス、およびマルウェアの脅
威に対する動的かつ継続的な保護を提供することができます。

SynologyMailPlusモバイルアプリ
機能豊富なSynologyMailPlusアプリのAndroid版とiOS版は、そ
れぞれのアプリストアから簡単にダウンロードできます。

前述のように、SynologyMailPlusServerはOutlook、Thunderbird
などのサードパーティのメールクライアントアプリにも対応して
います。

セキュリティコントロールパネル
メールセキュリティコントロールへのアクセスと管理は、MailPlus
Serverの[ セキュリティ ]ページから行います。

図3：SynologyMailPlusServerのセキュリティコントロールパネ
ル

セキュリティ処理ワークフロー
前述の「着信メールプロセス」のセクションで説明したように、
SynologyMailPlusでは、ほとんどのセキュリティ対策を着信メー
ル処理プロセスに適用しています。それらのプロセスについて、以
下で詳細に説明します。

Postfixセキュリティチェックにはいくつものスキャンアプリケー
ションや検疫アプリケーションが統合されており、それらは次の図
のように、受信電子メールごとに順に実行されます。

2. この侵入はWindowsベースであり、SynologyMailPlusのシステムには影響がないの
で、説明のみを目的として取り上げています。

3. https://www.theguardian.com/society/2017/may/12/global-cyber-attack-nhs-trusts-
malware

図2：SynologyMailPlusWebクライアント
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SynologyMailPlusのソフトウェアアーキテクチャ

図4：Postfixプロセス

処理ステップ 実行内容

Postscreen（DNSBL）
Postfixのコンポーネントで、不要なスパム
を「玄関口」で追い払う「用心棒」として
機能します。

SMTPブラックリス
ト

ブラックリスト。条件に一致するすべての
メールがブロックされます。

SMTP動作チェック

一連のチェックを実行して、不完全なHELO
ホスト名、不明なクライアントホスト名、
FQDNのない送信者、不明なドメインからの
送信者などの疑わしいアイテムを拒否しま
す。

SPF SenderPolicyFramework。送信ホストの妥
当性を検証します。

DKIM

DomainKeysIdentifiedMail。送信者の身元
を暗号化方法を使用して確認して、電子メ
ールのコンテンツが改変されていないかど
うかをチェックします。

DMARC

Domain-basedMessageAuthentication,
Reporting&Conformance。送信者のドメ
インとDNSのDMARCレコードをチェック
し、SPF/DKIMの確認結果とDMARCレコー
ドに従って送信者の有効性を判断します。

スパム対策 Rspamdスパム対策。下記の詳細を参照して
ください。

ウイルス対策
McAfeeなど。ユーザーライセンスの内容に
よって異なります。下記の詳細を参照して
ください。

検疫ゾーン
ウイルス対策およびMCPの規則による検出
に基づいて疑わしいメールアイテムを捕え
ます。

MCP
MessageContentProtection。コンテンツス
キャン規則（管理者が設定）を適用します。
下記の詳細を参照してください。

コンテンツスキャン

メールのコンテンツをスキャンして、危険
なコンテンツタイプ、疑わしいリンク、悪
意のあるHTMLコードなどが含まれていな
いか確認します。

セキュリティ処理ワークフローの用語集
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SynologyMailPlusのソフトウェアアーキテクチャ

SynologyNASは、McAfeeSIEM対応デバイスリストに掲載されて
います 6。McAfeeAntivirusは、SynologyDiskStationでの使用に最
適です。McAfeeAntivirusは、McAfeeのグローバル脅威データベ
ースに対してアップデートを自動的に確認し、営業時間外やオフピ
ーク時にスキャンするように構成できます。

McAfeeAntivirusは別途ライセンスが必要で、Synologyパッケー
ジセンターからダウンロードできます。

ウイルス対策

MessageContentProtection

MessageContentProtection（MCP）は、管理者が定義した規則を、
サーバーが処理するメッセージに適用します。MCPリストを構成
して、指定した規則に一致する電子メールを絞り込んだりブロック
したりします。一致した場合は、スコアが生成されて「MCP合計
スコア」に集計されます。このスコアがMCPしきい値を超えた場
合は、次の指定された操作のいずれかがメールシステムで実行さ
れます。[ 検疫に保存 ]、[ 配信する ]、[ メールを削除 ]、[ 送信者を
通知 ]、[ 転送 ]4。

SynologyMailPlusスパム検出
Synologyは、Rspamdを利用して高度な構成が可能で効率的な新
しいスパムフィルタを開発しました。

Rspamd（アールスパムディーと発音）は、Cで開発された高速な
オープンソースのスパムフィルタで、正規表現、統計分析、URL
ブラックリストと同様のカスタムサービスを含む多様なフィルタ
リングメカニズムに対応しています。Rspamdは、1秒間に同時に
何百ものメッセージを処理するように設計されています 5。

スパムフィルタのパフォーマンス

Rspamdを実装することでパフォーマンスを向上させることがで
きます。Synologyでは、DSMバージョン6.0.2-8451 を搭載した
SynologyRS3614xs+を使用してテストを実行し、RAID5、SSDキ
ャッシュ、およびext4ファイルシステムをセットアップし、規則
バージョン1799552に基づくスパムフィルタを使用可能にしま
した。また、SynologyMailPlusクライアントをインストールして
アクティブにしました。下の図の結果では、MailScannerよりも
Rspamdの方がパフォーマンスが高くなることが示されています。

図5：MailScannerパフォーマンステスト結果

パフォーマンスのサマリー

RspamdをSynologyMailPlusに統合することで、前のバージョン
のMailScannerと比べてスキャン速度がおよそ20倍に大幅に向上
し、リソース使用量が大幅に低下しました。

• 平均CPU使用量が30％低下
• ピークCPU使用量が20％低下
• 負荷が65％低下

図6：McAfeeAntivirusを含むSynologyパッケージセンター（ハ
イライト表示）

認証
スパムおよび特にフィッシング詐欺に対する万全の防御が、電子メ
ール認証によって提供されています。認証によって、電子メール送
信者の身元が保証されます。これは、企業と重要な当事者（銀行、
サプライヤ、その他の信頼できるパートナー）との間で検証済みの
電子メールリンクを確立するのに特に便利です（ただし、認証は
複数の目的で構成することが可能です）。

SynologyMailPlusには、SPF、DKIM、およびDMARC認証のため
のチェックボックスコントロールが用意されています。

• SPFは、送信者IDと電子メールアドレスを検証するために使用
される電子メール認証システムです。
• DKIMは、パブリックキーテクノロジーを使用した認証を提供し
ます。
• DMARCは、電子メール認証、ポリシー、およびレポートプロト
コルです。

4. また、こちらのナレッジベース記事も参照してください。

5. 詳細およびユーザードキュメントについては、https://rspamd.com/を参照してくださ
い

6. https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/data-sheets/ds-siem-supported-
devices.pdf

• メモリ使用量が20％低下
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SynologyMailPlusのソフトウェアアーキテクチャ

[ メール配信 ]-[ 全般 ]
• SMTP認証を有効にする。
• [ 送信者の電子メールアドレスがログインカウントに属するかど
うかをチェックします ]を有効にする。
• [ 未暗号化接続に対するプレーンテキスト認証を禁止 ]を有効にし
て、Telnetからの接続が暗号化されるようにする。

[ セキュリティ ]-[ スパム ]
• スパム対策エンジンを有効にする。
• [ アンチスパム設定を編集 ]をクリックします。
• [ 全般 ]で：スパムスコアを5（デフォルト）に設定する。
• [ 自動学習 ]で：
•デフォルトスコアの12および-1のままにする。
• [ スパムのレポートを有効化 ]：疑わしいメールをユーザーが管
理者にレポートするのに役立ち、システムが学習してよりうま
くスパムを識別できるようになります。

• スパムに対してpostscreen保護を有効化する。
• DNSBL設定：2つのデフォルトのDNSBLサーバーである<sbl.
spamhaus.org>と<xbl.spamhaus.org>は信頼性が非常に高く、
信用できます。

注意：一般に、Synologyでは、グレイリストを有効にすることは
推奨していません。受信メールの処理時間に悪影響を与えるおそれ
があるためです。

電子メールのセキュリティを構成するためのベ
スト プラクティス

SynologyMailPlusアーキテクチャは、最大限のセキュリティを確
保して、スパム、ウイルス、トロイの木馬、フィッシングなどの電
子メールに起因する脅威の侵入を防御するように設計されていま
す。このセクションでは、専用のセキュリティゲートウェイなど
の高価な追加ハードウェアを導入しなくても、MailPlusで電子メー
ルの脅威に対する高度なセキュリティと防御をSMBユーザーにど
のように提供できるかを説明します。以下は、必要な構成をまとめ
たものです。詳細については、SynologyMailPlusServer管理ガイ
ド（pdf）を参照してください。

[ セキュリティ ]-[ コンテンツスキャン ]
危険コンテンツスキャンを有効にする：

• 一部のメッセージを拒否
• 外部メッセージの本文を拒否
• フィッシング詐欺を強調する

[ サービス ]-[ プロトコル ]
• 安全な接続のために[POP3SSL/TLS]、[IMAPSSL/TLS]および[ 未
暗号化接続に対するプレーンテキスト認証を禁止 ]を有効にす
る。

[ コントロールパネル ]-[ セキュリティ ]
[ アカウント ]タブで自動ブロックを有効にする：

図7：自動ブロックを有効にする

注意：システム管理者が自動ブロックを有効にして、システムにア
クセスしようとするハッカーを防ぐことを推奨します。また、シス
テム管理者は、許容されるログイン失敗回数と時間を調整して、よ
り厳しいポリシーにすることもできます。

7. 比較表については、https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/、https://
www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/を参照してください。

[ セキュリティ ]-[ 認証 ]

SPF/DKIM/DMARCを有効にする。

[ セキュリティ ]-[ ウイルス対策 ]
• [ ウイルス対策エンジンを有効にする ]チェックボックスにチェッ
クマークを付ける。
• [ ウイルス対策アクション ]：[ 検疫に保存 ]を選択して、疑わし
い電子メールが保持されるようにする。

注意：Synologyでは、DSMパッケージセンターからインストール
できるMcAfeeAnti-Virusを購入されることを推奨します。この製
品は、デフォルトでインストールされる無償のClamAVよりも高い
ウイルス検出率を誇っています。7

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/MailPlus-Server/mailplus_server_delivery
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/MailPlus-Server/mailplus_server_delivery
https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/Packages/MailPlus-Server/Synology_MailPlus_Server_admin_guide_enu.pdf
https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/Packages/MailPlus-Server/Synology_MailPlus_Server_admin_guide_enu.pdf
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SynologyMailPlusのソフトウェアアーキテクチャ

[ セキュリティ ]タブ>[ 全般 ]で：

図8：[ セキュリティ ]>[ 全般 ]

まとめ

SynologyMailPlusのアーキテクチャは、中央管理プラットフォー
ムと最適なセキュリティを提供するように設計されています。

ユーザビリティの点では、SynologyMailPlusは直感的なGUIイン
ターフェイスとともに、iOSアプリとAndroidアプリも備えてい
ます。これらはすべてSynologyChatプラグインおよびSynology
Calendarプラグインと統合されており、ユーザーは電子メールか
ら簡単に共同作業を行ったり、to-doリストを作成したりすること
ができます。

SynologyMailPlusは、アーキテクチャ、サーバーおよびクライア
ントのレベルにおける包括的なセキュリティを提供しています。こ
れは、このホワイトペーパーで説明したように、Rspamd、SMTP
認証、MCP（MessageContentProtection）、ウイルス対策ソフト
ウェアなどの堅牢なセキュリティテクノロジーを高度に統合する
ことで実現しています。堅牢なセキュリティインフラストラクチ
ャが製品に組み込まれていることに加えて、MailPlusは、サードパ
ーティおよびオープンソースのセキュリティ製品と簡単に連携し
て、進化するスパム、ウイルス、およびマルウェアの脅威に対する
動的かつ継続的な保護を提供することができます。

SynologyMailPlusは、組織内でのホスティングと組織のIT管理者
による管理しやすさを活かして、ホストされたクラウドベースの電
子メールソリューションに期待されるあらゆる機能を提供してい
ます。

注意：システム管理者は、システムが不正アクセスにさらされる危
険性を減らすために、15分以下などの時間制限を設けたログアウト
タイマーを設定することが推奨されます。
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Synologyについて

• NHSトラストがマルウェアに感染（ガーディアン）
• Googleがユーザーの電子メールを外部アプリでスキャンできる
ことを認める（オーストラリア放送協会）
• SynologyRackStationのレビュー（StorageReviewMagazine）
• 電子メールはクラウドで運用すべきか？コスト比較分析（フォ
レスター・リサーチ）
• AV-Testラボが16のLinuxウイルス対策製品をWindowsとLinux
のマルウェアに対してテスト
• Windowsホームユーザー向けのベストなウイルス対策ソフトウ
ェア
• Windowsビジネスユーザー向けのベストなウイルス対策ソフト
ウェア

2000年に設立されたSynologyは、ユーザーのデータ管理方法を
転換し、監視を実行し、クラウド時代のネットワークを管理するネ
ットワーク接続型ストレージ（NAS）、IP監視ソリューションおよ
びネットワーク機器を生み出しています。Synologyは、最新テク
ノロジーをフルに活用し、先進的な機能を備えた製品とともにクラ
ス最高の顧客サービスをお届けできるように努めています。

参照

プロビジョン
SynologyMailPlusServerのモデル

• MailPlus対応NASソリューションのリストはこのページを参照し
てください。
• SynologyNASSelectorはこちらです。

ライセンス

1 つのSynologyMailPlusServerにつき 5個のクライアントライセ
ンスが事前にインストールされています。追加ライセンスは5個ま
たは20個のロットで購入でき、いずれも永久に有効です。ライセ
ンスは1個のSynologyアカウントに対して有効で、そのアカウン
トでアクティブにした後は移行できません。

SynologyMailPlus用に構成されたHighAvailabilityアーキテクチャ
ユニットには、デフォルトで10個の電子メールアカウントが含ま
れています。

詳細なライセンス情報は、MailPlusのライセンスページで提供さ
れています。

ニュース ストーリー、記事およびレビュー

電子メールおよびオープン ソース ソリューショ
ンの情報

• 電子メールセキュリティ保護の基礎（DigitalGuardian）
• DKIMについて
• RSyncでのDovecotの複製
• MacAfee対応デバイスリスト（PDF）
• https://rspamd.com/
• Postfix（Wikipedia）
• TransportLayerSecurity（Wikipedia）
• OfflineIMAP（Wikipedia）

注意：SynologyMailPlusServerのプロビジョンでは、パフォーマ
ンス要件のために、HDDドライブとSSDキャッシュの組み合わせ
が推奨されます。また、MailPlusServerにはエンタープライズレベ
ルのドライブが推奨されます。SynologyNASアーキテクチャは、
最大180台のドライブおよび最大1.4PbのRAWストレージまで拡
張できます。

Synologyについて

https://www.theguardian.com/society/2017/may/12/global-cyber-attack-nhs-trusts-malware
http://www.abc.net.au/news/2018-07-04/google-admits-it-allows-external-apps-to-access-user-data/9938556
http://www.abc.net.au/news/2018-07-04/google-admits-it-allows-external-apps-to-access-user-data/9938556
https://www.storagereview.com/synology_rackstation_rc18015xs_review
https://www.forrester.com/report/Should+Your+Email+Live+In+The+Cloud+A+Comparative+Cost+Analysis/-/E-RES46302?objectid=RES46302
https://www.csoonline.com/article/2989137/linux/av-test-lab-tests-16-linux-antivirus-products-against-windows-and-linux-malware.html
https://www.csoonline.com/article/2989137/linux/av-test-lab-tests-16-linux-antivirus-products-against-windows-and-linux-malware.html
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/
https://www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/
https://www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/
https://www.synology.com/en-global/dsm/packages/MailClient
https://www.synology.com/en-global/support/nas_selector
https://www.synology.com/en-global/products/MailPlus_License
https://digitalguardian.com/blog/what-email-security-data-protection-101
http://www.gettingemaildelivered.com/dkim-explained-how-to-set-up-and-use-domainkeys-identified-mail-effectively
https://wiki.dovecot.org/Replication
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/data-sheets/ds-siem-supported-devices.pdf
https://rspamd.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Postfix_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/OfflineIMAP
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Synologyについて

Synology では仕様・製品説明を随時予告なく変更する場合があります。Copyright © 2019 Synology Inc. All rights 
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記載されているその他の製品名および会社名は各所有権利者の商標です。 

synology.com

SYNOLOGY 
INC.

9F, No. 1, Yuan Dong Rd. 
Banqiao, New Taipei 22063 

Taiwan    
電話：+886 2 2955 1814 

SYNOLOGY
AMERICA CORP.

3535 Factoria Blvd SE, Suite #200, 
Bellevue, WA 98006

USA   
電話：+1 425 818 1587

SYNOLOGY  
FRANCE

102 Terrasse Boieldieu（TOUR W）
92800 Puteaux

France
電話：+33 147 176288

SYNOLOGY 
GMBH

Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf

Deutschland
電話：+49 211 9666 9666

SYNOLOGY 
SHANGHAI

200070, Room 201,
No. 511 Tianmu W. Rd., 
Jingan Dist., Shanghai, 

China

SYNOLOGY 
UK LTD.

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL  

United Kingdom 
電話：+44 (0)1908 048029

SYNOLOGY
JAPAN 株式会社

〒 101-0031 東京都千代田区
東神田 3-1-2 4F

日本


	Synology MailPlus Security ホワイトペーパー
	エグゼクティブ サマリー
	自己ホスト電子メール サービスでデータを保護
	Synology MailPlus のソフトウェア アーキテクチャ
	着信メール プロセス  
	対応するメール クライアントのタイプ
	電子メールのセキュリティ  
	電子メールのセキュリティを構成するためのベスト プラクティス
	まとめ

	Synology について
	参照
	ニュース ストーリー、記事およびレビュー
	電子メールおよびオープン ソース ソリューションの情報



