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Joruri Mailの特徴

■個々の端末にインストール不要

Joruri Mailは個々の端末にメール送受信のためのソフトウェ
アをインストールする必要がなく、Webブラウザがあれば
メールの送受信を行うことができます。

■受信メールの一元化

Joruri Mailは受信したメールデータをサーバ上に保存するた
め(IMAP管理)、異なる端末からのアクセスにも一貫した操作
性を確保しています。

Joruri Mail 受信トレイ画面

■充実した機能

Joruri Mailは、受信メールを決まったルールで分類するフィ
ルタリング機能、メール作成において、定形文を予め登録し
使い回すことができるテンプレート機能、電子署名機能を有
しています。クライアント版のメール送受信ソフトとほとん
ど違和感なく操作することができます。

■ユーザの集中管理

Joruri MailはLDAP連携機能を搭載しているため、ユーザ情
報をLDAPサーバを利用して集中管理することができます。
また、LDAPサーバがなくても、Joruri Gwのユーザ情報と連
携することによりユーザの集中管理を実現しています。

※ Joruri Gwと連携するにはJoruri Gw が3.0.0以上である必
要があります。

■Joruri Mailの導入実績

徳島県、徳島県徳島市、徳島県阿波市、徳島県勝浦町、兵庫
県西宮市、三重県、福岡県田川市、鹿児島県教育委員会
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メールの送受信

■MUA

Joruri MailはWebで動くMUA(Mail User Agent)です。メー
ルの送受信を行うためにはMTA(Mail Transfer Agent)、
MDA(Mail Delivery Agent)を備えたメールサーバを用意す
る必要があります。

Joruri Mail 受信トレイ画面

■メールサーバ

メールサーバはJoruri MailのWebサーバ上で構築することが
可能ですが、メール送受信によるJoruri Mailの処理とメール
送受信を行うメールサーバの処理がほぼ同時に発生するため、
メールサーバはJoruri Mailとは別のサーバに構築することを
お勧めします。

インターネット

メール送信メール受信

■IMAP形式

Joruri Mailは、メールを受信する際にIMAPプロトコルを用い
て、メールを受信します。Joruri Mailのサーバにはメールを
ダウンロードせず、メールサーバのメールボックスを参照す
る仕組みとなっているため、Joruri Mailのサーバの保存容量
は比較的少なくて済みます。

メールボックス

メールサーバ

Joruri Mail
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ログイン画面

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/login

■ログイン画面

Joruri MailはユーザIDとパスワード(モバイルの場合はモバ
イルパスワード)を入力してログインします。

Joruri MailはPC版の場合は最終アクセスから1日間、モバイ
ルの場合は最終アクセスから1時間の間、ログイン情報を保
持していますので、一度ログインすると同じ端末の同じWeb
ブラウザからアクセスした場合、再度ログインするという手
間を省くことができる仕組みになっています。

PC版ログイン画面

モバイル版ログイン画面
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受信トレイ

http://demo.webmail.joruri.org/webmail 

■受信トレイ

Joruri Mailのトップ画面です。メールの送受信、未既読管理
などを行うことができます。未読のメールは太字で表示され
ます。また、メールをクリックするとメール詳細画面を表示
します。

■フォルダ

フォルダー機能で登録されたフォルダは受信トレイに一覧表
示されます。

受信トレイ・・・受信メールを表示します。
スター付き・・・一覧画面でスターをつけたメールを一覧

表示します。
下書き・・・メール作成画面で下書き保存したメールを一

覧表示します。
アーカイブ・・・特別なメールを保存するときに使用しま

す。
ごみ箱・・・削除したメールを一覧表示します。

■メール操作

メール一覧エリアの上部にあるボタンで様々な操作を行うこ
とができます。

移動／コピー・・・選択したメールを別のフォルダに移動
／コピーします。

削除・・・選択したメールをごみ箱に移動します。
既読にする／未読にする・・・

選択したメールを既読／未読のステータスにします。
ラベル・・・メールに重要、未処理、作業完了などのラベ

ルを付与します。
迷惑メール・・・選択したメールを迷惑メールとして、削

除します。
検索・・・受信トレイのメールを検索します。

検索機能ボタン押下時

■クイックアドレス帳

過去に送信したメールの宛先を一覧表示します。
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メール作成画面

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/INBOX/mails/new

■メール作成画面

送信するメールを作成します。新規作成の場合、規定に設定
されているテンプレート、署名が本文エリアに表示されます。

■添付ファイル機能

メールには添付ファイルを付加して送信することができます。
添付ファイルはファイル選択ボタンからファイルを選択する
やり方と、ファイルをドラッグ＆ドロップで添付するやり方
を選択できます。

■TEXT／HTML形式

TEXTボタン、HTMLボタンを押すことで本文の入力形式をプ
レーンテキスト、リッチテキストの形式に切り替えることが
できます。

HTML形式

■テンプレート切替

テンプレート切替選択ボックスで別のテンプレートを選択し
直すことでメールの雛形を切り替えることができます。なお、
テンプレートを切り替えた場合、それまでに入力されたデー
タは破棄されます。

■開封確認メッセージを要求する

開封確認メッセージを要求するにチェックを入れて送信する
と、開封確認メッセージを相手に送付してもらうことができ
ます。なお、開封確認メッセージを送ってもらうには、相手
の使用しているメール送受信ソフトが開封確認に対応してい
る必要があります。

■送信する／下書き保存／破棄する

作成したメールは即時送信のほか、下書き保存、破棄を選択
することができます。下書き保存した場合、保存したメール
は下書きフォルダに保管されます。
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メール作成画面 アドレス帳

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/INBOX/mails/new

■メール作成画面 宛先選択

メールの宛先は、宛先(To)、CC、BCCを設定することができ
ます。それぞれの宛先には複数のメールを設定することがで
きます。(複数のメールを設定する場合は、カンマ(,)区切り
にします。)

■アドレス帳からの参照

組織アドレス帳／個人アドレス帳タブをクリックすると、ア
ドレス選択エリアが表示されます。宛先に追加／CCに追加／
BCCに追加ボタンを押すとツリーで選択されたユーザがそれ
ぞれの宛先に追加されます。追加されたユーザの☓ボタンを
押すと、選択を解除することができます。
OKボタンを押すと、アドレス選択エリアの内容がメール作成
画面の宛先、CC、、BCCに反映されます。
なお、選択前に入力したアドレスは、アドレス選択エリアの
宛先欄に初期表示されます。
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フォルダー登録画面

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/INBOX/mailboxes 

■フォルダー登録画面

受信メールを分類するためのフォルダを登録することができ
ます。
フォルダーメニューをクリックした画面でフォルダを登録し
た場合、受信トレイの直下にフォルダが作成されます。
フォルダー登録画面において、フォルダ登録ボタンをクリッ
クすると、追加するフォルダの場所を選択することができま
す。
登録したフォルダは、受信トレイ画面の移動／コピー機能で
メールを移動できるほか、フィルターメニューで移動先に設
定することで自動で作成したフォルダに受信メールを移動さ
せることができます。

フォルダーメニュー押下時

フォルダ登録ボタン押下時
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組織アドレス帳

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/sys_addresses 

■組織アドレス帳

Joruri Mailに登録されているグループ情報、ユーザ情報を元
にグループをツリー表示した画面です。
グループやユーザの検索を行うことができます。

検索エリア
ユーザの検索を行います。検索結果はツリー上で検索結果

一覧フォルダに追加されます。別の画面を表示したり画面を
再描画した場合は、検索結果一覧フォルダは破棄されます。

検索ボタン・・・入力された内容でユーザの検索を行いま
す。

リセットボタン・・・組織アドレス帳を初期表示に戻しま
す。

一覧エリア
メール作成ボタン・・・メール作成画面を表示します。一

覧エリアで選択されたユーザを宛先に初期表示さ
れます。

検索結果削除ボタン・・・選択された検索結果を削除しま
す。

個人アドレスに登録するボタン・・・ボタンを押したユー
ザを個人アドレスに登録します。

検索ボタン押下時 ユーザ詳細画面
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個人アドレス帳

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/address_groups

■個人アドレス帳

個人アドレス帳はユーザごとにユーザの追加、削除が自由に
行うことができます。Joruri Mailに登録されていないユーザ
も登録することができます。

検索エリア
ユーザの検索を行います。

一覧エリア
ユーザを一覧表示します。メール作成ボタンを押すと、

メール作成画面が表示され、一覧エリアで選択されたユーザ
が各宛先に初期表示されます。

■CSVエクスポート

個人アドレス帳に登録されているユーザをCSV形式のファイ
ルに一括ダウンロードを行うことができます。

CSVの項目
表示名、電子メール、アドレス、自宅の郵便番号、自宅の

都道府県、自宅の市区町村、自宅の番地、自宅電話番号、自
宅ファックス、携帯電話、個人Webページ、勤務先の郵便番
号、勤務先の都道府県、勤務先の市区町村、勤務先の番地、
勤務先電話番号、勤務先ファックス、会社名、役職、メモ

ユーザ登録画面 グループ登録画面

CSVインポート画面

CSVエクスポート画面

■CSVインポート

CSVファイルのデータを一括で登録することができます。
CSVファイルのフォーマットはCSVエクスポートで出力され
るファイル形式と同じです。
CSVインポート機能では、CSVファイルに登録されている
ユーザーを無条件で追加します。また、グループ情報はこの
機能から登録することはできませんので、ユーザにグループ
を設定する場合はインポート後、画面からグループの設定を
していただくことになります。

インポート確認画面
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フィルター

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/filters

■フィルター

受信したメールを条件に応じて、分類します。設定したフィ
ルターは並び順が小さい順に適用されます。

■設定画面

フィルターの設定を行います。フィルターは登録後の受信
メールから有効となります。受信済のメールに適用するには
詳細画面から適用ボタンを押し、適用画面から操作します。

条件エリア
件名、差出人(FROM)、宛先(To)が入力値に対して、含む、

含まない、一致、不一致、正規表現の選択を行います。
複数の条件を登録することができ、各条件の全件一致もし

くは部分一致を選択することができます。

動作エリア
動作エリアでは条件エリアで設定した条件に一致するメー

ルの操作を設定します。メールの移動、削除を選択すること
ができます。

設定画面

適用画面 ■適用画面

選択したフォルダに対して、設定したフィルターの即時適用
を実施します。
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テンプレート

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/templates

■テンプレート

メール作成画面において使用するテンプレート（雛形）を設
定します。規定に設定すると、メール作成画面を表示した時
に設定したテンプレートが適用されます。
テンプレートで設定できる項目は、宛先、Cc、Bcc、件名、
本文です。

登録画面 登録画面（アドレス帳選択）
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署名

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/signs

■署名

作成するメールの最後に付与する電子署名を設定します。
規定に設定された署名がメール作成画面で表示されます。
署名を切り替える場合は、この画面で規定の設定を切り替え
た後、メール作成画面を表示します。

登録画面

詳細画面

メール作成画面
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メモ

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/memos/0

■メモ

メモ機能を用いることで簡易メモを登録することができます。
メモ機能は備忘録などに使用することができます。

登録画面
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ツール（一括削除）

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/tools/batch_delete

■ツール（一括削除）

削除開始日から削除終了日までの間に受信した指定したフォ
ルダ内の受信メールを一括削除します。この時削除したメー
ルはゴミ箱に移動されないため、削除する場合は注意が必要
です。

スター付きメールを削除する
スター付きメールを削除するにチェックを入れて削除を

行った場合、スター付きのメールも合わせて削除します。

特定の日付以前のメールを削除する
この画面では、削除開始日、削除終了日は必須入力項目と

なっています。このため、特定の日付以前のメールを削除す
る場合は、削除開始日には1900年1月1日など充分に前の日
付を指定します。
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設定

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定

Joruri Mailにおける各種設定を行います。この設定はユーザ
ごとの設定となります。

メール一覧
受信トレイに表示する、メール表示件数、件名の表示形式、

一覧画面に差出人のメールアドレスを表示するかどうか、ク
イックアドレス帳の表示件数を設定を行います。

メール読み取り
受信メールにおいて、HTML形式メールの表示方法、添付

ファイルの表示方法、メールの詳細画面の表示方法の設定を
行います。

メール送信
メールの送信者の表示形式、メール作成画面のウィンドウ

サイズ、送信メールの文字のエンコード、署名の挿入位置の
設定を行います。

ラベル
受信メールに付与するラベルの文言、色の設定を行います。

組織アドレス帳
組織アドレス帳の初期表示時の並び順を設定します。

個人アドレス帳
個人アドレス帳の初期表示時の並び順を設定します。

携帯端末
モバイルアクセスの可否設定並びにモバイルパスワードの

設定を行います。

切替ユーザー
受信トレイでログインユーザ以外のユーザのメールを受信

するための設定を行います。



17

設定 メール一覧

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定 メール一覧

受信トレイにおける設定を行います。

メール表示件数
受信トレイの一覧エリアに表示するメールの件数を設定し

ます。

件名
文字数の多い件名のメールが送られてきた際に一覧画面で

件名を1行で表示するか、画面サイズに合わせて折り返して
表示するかを設定します。

差出人のメールアドレス
差出人(FROM)が「名前<メールアドレス>」のような形で

設定されていた場合、メールアドレスを一覧画面に表示する
かどうかを設定します。

クイックアドレス帳
受信トレイのクイックアドレス帳に表示するアドレスの件

数を設定します。

メール表示件数 設定画面 件名 設定画面

差出人のメールアドレス 設定画面 クイックアドレス帳 設定画面

受信トレイ

メール表示件数

クイックアドレス帳
件名 差出人のメールアドレス
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設定 メール読み取り

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定 メールの読み取り

受信メールにおいて、HTML形式メールの表示方法、添付
ファイルの表示方法、メールの詳細画面の表示方法の設定を
行います。

HTMLメールの表示
HTML形式のメールを受信した時のメール詳細画面での表

示をTEXT、HTMLどちらで初期表示するか設定します。メー
ル詳細画面でも表示を切り替えることが可能です。

添付ファイルの表示
メール詳細画面での画像の添付ファイルの表示をサムネイ

ル形式と一覧形式(ファイル名)のどちらで表示するか設定し
ます。

メールの表示方法
受信トレイからメール詳細画面を表示する際に同じウィン

ドウで表示するか、別ウィンドウで表示するかを設定します。

HTMLメールの表示 設定画面 添付ファイルの表示 設定画面

メールの表示方法 設定画面

・TEXT形式で表示する。・HTML形式で表示する。

■HTMLメールの表示における表示比較

■添付ファイルの表示における表示比較

・サムネイル形式で表示する。

・一覧形式で表示する。



19

設定 メール送信

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定 メール送信

メールの送信者の表示形式、メール作成画面のウィンドウサ
イズ、送信メールの文字のエンコード、署名の挿入位置の設
定を行います。

メール送信者名
相手がメールを受信した際の送信者の表示を「氏名<メー

ルアドレス>」または「メールアドレス」で設定します。

ウィンドウサイズ
メール作成画面の横幅を設定します。
小=770px、中=870px（標準）、大=970px

文字エンコーディング
送信するメールの文字のエンコーディングを設定します。

ISO-2022-jp・・・JISコード。メール送信先が日本国
内の場合は、このエンコードで問題ありません。

UTF-8・・・メール送信先に海外がある場合は、このエ
ンコードを選択します。

署名の位置
引用付きの返信、転送を行う際に署名を引用文の前に設定

するか、本文の一番最後に設定するかの設定を行います。

メール送信者名 設定画面 ウィンドウサイズ 設定画面

文字エンコーディング 設定画面 署名の位置（返信・転送時） 設定画面

■メール送信者名

メールアドレスのみ

氏名

■署名の位置

引用文の前 引用文の後
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設定 ラベル

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定 ラベル

受信メールに付与するラベルの文言、色の設定を行います。
設定したラベルは受信トレイの一覧エリア、メール詳細画面
のラベルボタンをクリックしてラベルを選択すると、件名の
前に選択したラベルが表示されます。

登録画面

受信トレイ 一覧エリア メール詳細画面
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設定 組織アドレス帳

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定 組織アドレス帳

組織アドレス帳のユーザ一覧エリアにおいて、ユーザデータ
の並び順の初期値を設定します。
組織アドレス帳のユーザデータは設定値の項目の昇順で表示
されます。

並び順設定項目
メールアドレス(規定値)
名前
フリガナ
役職

設定画面

組織アドレス帳 一覧画面
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設定 個人アドレス帳

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定 個人アドレス帳

個人アドレス帳のユーザ一覧エリアにおいて、ユーザデータ
の並び順の初期値を設定します。
個人アドレス帳のユーザデータは設定値の項目の昇順で表示
されます。

並び順
メールアドレス（規定値）
名前
フリガナ
役職

設定画面

個人アドレス帳 一覧画面
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設定 携帯端末

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■設定 携帯端末

モバイル端末からのアクセス可否設定並びにモバイル機器か
らアクセスするときのモバイルパスワードを設定します。

モバイルアクセス 設定画面

モバイルパスワード 設定画面
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設定 切替ユーザー

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/mail_list/settings

■切り替えユーザー

切り替えユーザーに登録することで、他のユーザのメールを
確認することができます。この機能を使用すれば、例えば、
グループ内共通のメールアドレスに届いた内容を自分のユー
ザーで確認することができます。
なお、切り替えユーザーに登録するにはJoruri Mailのユー
ザーとして登録されている必要があります。

設定画面

受信トレイ 一覧画面
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ヘルプ

http://demo.webmail.joruri.org/webmail/docs

■ヘルプ

管理画面のヘルプ登録機能で登録した情報を表示します。
一覧画面のタイトルのリンクをクリックすると、詳細画面を
表示します。

詳細画面
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管理画面

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys

■管理画面

システム管理者が各種設定を行う画面です。

メンテナンス
Joruri Mailのユーザの画面に表示するメッセージを設定し

ます。

ヘルプ
Joruri Mailのヘルプ画面に表示する情報を登録します。

ユーザー
Joruri Mailで使用するユーザ及びグループの管理を行いま

す。

言語
Joruri Mailのロケールの設定を行います。



27

管理画面 メンテナンス

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/maintenances

■管理画面 メンテナンス

システムメンテナンス等、Joruri Mailの全ユーザに対して配
信するメッセージを登録します。
登録したメッセージはJoruri Mailのヘッダー部に表示されま
す。

詳細画面 編集画面

ユーザー画面 メッセージ表示時
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管理画面 ヘルプ

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/docs

■管理画面 ヘルプ

Joruri Mailのヘルプメニューで表示する情報の管理を行いま
す。

詳細画面 編集画面
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管理画面 ユーザー

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/0/groups

■管理画面 ユーザー

Joruri Mailで使用するグループ、ユーザの管理を行います。

グループ
グループの設定を行います。

ユーザー
ユーザの設定を行います。

LDAP
LDAPサーバの設定を行っている場合、LDAPサーバのデー

タを表示します。

LDAP同期
LDAPサーバの設定を行っている場合、LDAPサーバのデー

タを取得し、中間テーブルに登録した後、Joruri Mailのユー
ザ情報に同期します。

エクスポート
グループ、ユーザ情報をCSV形式のファイルにダウンロー

ドします。

インポート
グループ、ユーザ情報をCSV形式のファイルから登録しま

す。。

切替ユーザー登録
切り替えユーザー情報をCSV形式のファイルから登録しま

す。
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管理画面 ユーザー グループ

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/0/groups

■管理画面 ユーザー グループ

グループの登録、編集削除を実施します。
詳細リンクをクリックすると、詳細画面を表示し、グループ
名のリンクをクリックすると、下位グループの一覧画面を表
示します。
並び順採番を行うと、表示順でグループの並び順を裁判しま
す。

登録画面 一覧画面 ユーザー表示状態
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管理画面 ユーザー ユーザー

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/users

■管理画面 ユーザー ユーザー

ユーザ情報の登録、削除などの管理を行います。

登録画面



32

管理画面 ユーザー LDAP

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/0/ldap_groups

■管理画面 ユーザー LDAP

Joruri Mailの設定ファイルに設定されているLDAPサーバの
グループとユーザの情報を取得します。
LDAPサーバのユーザとJoruri Mailのユーザに差異が発生し
た時などの場合においてLDAPサーバ側のデータ確認する時
に使用します。
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管理画面 ユーザー LDAP同期

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/ldap_synchros

■管理画面 ユーザー LDAP同期

Joruri Mailの設定ファイルに設定されているLDAPサーバか
らグループ、ユーザの情報を取得し、中間テーブルに登録し
ます。
その後、Joruri Mailのグループ、ユーザ情報に登録します。

中間データ作成画面

中間データ同期画面
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管理画面 ユーザー エクスポート

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/export_groups

■管理画面 ユーザー エクスポート

Joruri Mailに登録されているグループ、ユーザ情報をCSV
ファイルにダウンロードします。

・グループの項目
グループメニューで登録する情報を出力します。

code、parent_code、state、web_state、level_no、
sort_no、layout_id、ldap、ldap_version、name、
name_en、tel、outline_uri、email

・ユーザの項目
ユーザメニューで登録する情報を出力します。

account、state、name、name_en、email、auth_no、
password、ldap、ldap_version、group_code

※ ユーザ項目のgroup_codeはグループの項目のcodeとなり
ます。
※ ダウンロードしたファイルをexcelで開くと、codeの前0
が消えてしまうため、ダウンロードしたファイルを編集する
場合は注意が必要です。
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管理画面 ユーザー インポート

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/import_groups

■管理画面 ユーザー インポート

CSVファイルからグループ、ユーザ情報を登録します。
使用するCSVファイルのフォーマットはエクスポートメ
ニューで出力されるCSVと同じです。
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管理画面 ユーザー 切替ユーザー

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/switch_users

■管理画面 ユーザー 切替ユーザー

CSVファイルから切り替えユーザーを登録します。

切り替えユーザーの項目

ユーザID、切替先1ユーザID、切替先1パスワード、切替先2
ユーザID、切替先2パスワード、切替先3ユーザID、切替先3
パスワード、切替先4ユーザID、切替先4パスワード、切替先
5ユーザID、切替先5パスワード

※ ユーザIDは切り替えユーザーを登録するユーザーのログイ
ンIDです。
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管理画面 言語

http://demo.webmail.joruri.org/_admin/sys/languages

■管理画面 言語

ユーザー画面のロケールを設定します。

※ このメニューは使用しません。

登録画面
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モバイル対応

ログイン画面

■モバイル対応

Joruri Mailはモバイルからでも操作することができます。外
出先やPCがない環境でもメールのチェック、返信を行うこと
ができます。

■モバイル版のセキュリティ対策

Joruri Mailにモバイルからアクセする場合、ログイン時に通
常のIDとパスワード以外にモバイルパスワードの入力を求め
られます。2種類のパスワードを扱うため、PCからのアクセ
スに比べて強固なセキュリティを保持しています。

ポータル画面 メール作成画面メール詳細画面
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インターネットからアクセスするためのシステム構成例

■モバイルからのアクセス

Joruri MailはLAN内で構築されることが多いです。
スマホ、タブレットなどのモバイル端末からアクセスできる
ようにする場合、２つの方法があります。

① インターネット経由でJoruri MailのWebサーバにHTTPプ
ロトコルでアクセスするための設定をFwに追加する。

② DMZに外部接続用のJoruri MailのWebサーバを設置する。
この場合、インターネットからDMZへのHTTPプロトコルで
のアクセスするための設定とJoruri MailのWebサーバから
LAN内にあるJoruri MailのDBサーバにDBSocketプロトコル
でアクセスするための設定を追加する必要があります。

Joruri Mailではよりセキュアな②の構成を奨励しています。

■インターネット経由でアクセスを許可するための対策

より強固なセキュリティ対策として、Joruri Mailの外部接続
用Webサーバにおいて、apache等のWebサーバアプリにて
接続元のエージェント情報を元にインターネット経由でのア
クセスを制限する方法があります。

インターネット

SW

インターネット回線

業務回線

Joruri Mail
DBサーバ

庁内

外出先

Fw

Joruri Mail
Webサーバ

SW
Joruri Mail
Webサーバ
（外部接続用）

メールサーバ

DMZ

LAN


