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システムコンサルティングアンドセールスディビジョン 

 
 
 

HDE Mail Application Server #Delivery 
 

－ au.comドメイン追加のご案内 － 
 

 

 
 
　平素より、弊社メール配信システム「HDE Mail Application Server #Delivery」をご利用いただきまして誠にあ       
りがとうございます。この度、KDDI(au)より、2018年4月から「ezweb.ne.jp」ドメインに代わり、新ドメイン「
au.com」の提供が開始されることが発表されました。 
 
 
　【参考】2017年8月22日 新ドメイン「au.com」の提供について 
　　　　　KDDI株式会社／沖縄セルラー電話株式会社 
　　http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/08/22/2637.html 
 
 
お客様におきましては、本資料を参考に、運用されている環境にau.comドメインの設定を追加して頂きますよ

うお願いいたします。 
 
※ご利用のバージョンごとに設定が必要な箇所が異なりますので、記載の対象バージョンにご注意下さい。 

 
 
 

■ 対象 

HDE Mail Application Server #Delivery を利用されている全てのお客様。 
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http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/08/22/2637.html


 
 

■ 注意事項 

以下の作業はroot権限にて実施下さい 
 
 

■ ご利用バージョンの確認 

ご利用製品のバージョンは以下のコマンドにてご確認下さい 
 

# cat /usr/local/hde/durian/install/VERSION 

 
また、Web UI もご利用の方は、以下のコマンドでUIのバージョンをご確認ください。 
 

# cat /usr/local/hde/masui/.VERSION 

 
 
 

■ 設定ファイルの変更 

以下の設定ファイルに設定を追加お願い致します。 
 
 
設定を追加するファイル一覧 

設定項目  設定ファイル  対象バージョン 

配信速度制御設定  mta.conf.xml  全バージョン 

S/MIME署名除外設定  smime.conf.xml  4.1.0.2 以降 

モバイル判定ドメイン設定  mobile_carrier_pattern.xml  ※Web UI をご利用の方のみ 
Web UI 2.0.0.1 以降 

 
詳細な手順は以下をご確認ください。 
 
 
 
■ 配信速度制御設定（mta.conf.xml） 
 

対象バージョン  全バージョン 

対象サーバ  外部へ送信しているMTAサーバ（Stage1、もしくは、Stage2） 

設定ファイル  /usr/local/hde/durian/conf/mta.conf.xml 

 
確認箇所： 

<durian ... 
   <mta … 
         : 
      <stage2 … 
            : 
         <smtp max='8' interval='1920'> 
            <pattern address='.+@ezweb\.ne\.jp'/> 
            <pattern address='.+@.+\.ezweb\.ne\.jp'/> 
            <pattern address='.+@au\.com'/>            <!-- ここを追加 --> 
            <pattern address='.+@.+\.au\.com'/>       <!-- ここを追加 --> 
            <without from='21:00' to='24:00'/> 
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            <without from='0:00' to='8:00'/> 
         </smtp> 

 
※ Stage1 で外部へ送信している場合は、”stage2” を “stage1” に読み替えてください。 
 
配信速度制御のために、auのドメインが設定されておりますので、こちらに au.com を追加下さい。 
 
mta.conf.xml 編集後は設定を反映させるためには Stage2 を再起動する必要がございます。 
以下のコマンドで再起動お願い致します。 
 

# /etc/init.d/durian-mta2 restart 

 
※ Stage1 で外部へ送信している場合は、”durian-mta2” を “durian-mta1” に読み替えてください。 
 

 
■ S/MIME署名除外設定（smime.conf.xml） 
 

対象バージョン  4.1.0.2 以降 

対象サーバ  外部へ送信しているMTAサーバ（Stage2） 

設定ファイル  /usr/local/hde/durian/conf/smime/smime.conf.xml 

 
確認箇所：  

<durian ... 
   <without> 
     <recipient pattern='.+@docomo\.ne\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@disneymobile\.ne\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@ezweb\.ne\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@.+\.ezweb\.ne\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@au\.com'/>            <!-- ここを追加 --> 
     <recipient pattern='.+@.+\.au\.com'/>       <!-- ここを追加 --> 
     <recipient pattern='.+@softbank\.ne\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@[dhtckrnsq]\.vodafone\.ne\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@jp-[dhtckrnsq]\.ne\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@i\.softbank\.jp'/> 
     <recipient pattern='.+@disney\.ne\.jp'/> 
   </without> 
</durian> 

 
S/MIME署名をご利用されている場合、署名しないドメインとして携帯キャリアのドメインが smime.conf.xml に  
設定されておりますので、こちらに au.com ドメインを追加下さい。 
 
※設定変更は自動で読み込まれますのでモジュールの再起動は不要です。 

 
 
■ モバイル判定ドメイン設定（mobile_carrier_pattern.xml） 
 

対象バージョン  Web UI 2.0.0.1 以降 

対象サーバ  Web UI がインストールされているサーバ 

設定ファイル  /usr/local/hde/masui/conf/mobile_carrier_pattern.xml 

 
確認箇所：  

<masui> 
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    : 
  <carrier id="au"> 
    <pattern>.+@ezweb\.ne\.jp</pattern> 
    <pattern>.+@.+\.ezweb\.ne\.jp</pattern> 
    <pattern>.+@ido\.ne\.jp</pattern> 
    <pattern>.+@.+\.ido\.ne\.jp</pattern> 
    <pattern>.+@au\.com</pattern>          <!-- ここを追加 --> 
    <pattern>.+@.+\.au\.com</pattern>     <!-- ここを追加 --> 
  </carrier> 

 
Web UIではメールの作成時に配信対象アドレスとして PC, docomo, au, softbank などを選択することができま      
す。こちらの au の対象ドメインに au.com を追加する必要がございますので、Web UI（masui-tomcat）がイン     
ストールされているサーバーに ssh でログイン頂き、mobile_carrier_pattern.xml に上記設定の追加をお願い致し   
ます。 
 
設定変更後は、Web UIの再起動が必要です。 
 

# /etc/init.d/masui-tomcat restart 
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■ パッチファイルの適用 

以下の項目に対してパッチを適用をお願い致します。 
 
パッチ適用一覧 

項目  対象バージョン 

絵文字設定  全バージョン 

エラー解析パターン設定  4.0.0.2以降 

 
 
パッチファイルは以下のURLよりダウンロード下さい。 
 
https://www.hde.co.jp/masd/support/notice20171002.html 
 
※ご利用のバージョンにあったパッチをダウンロード下さい 
 
 
ダウンロードしたパッチファイルを、サーバー（PostgreSQL(durian-postgresql)、Brown(durian-brown)がインス
トールされているサーバー）にコピーし（scp, winscpなどをご利用下さい）、解凍して下さい。 
 

# unzip /path/to/au_patch_mas_xx.zip 

 
※「xx」はバージョンです 
 
 

■ 絵文字設定 
 

対象バージョン  全バージョン 

対象サーバ  PostgreSQLがインストールされているデータベースサーバ（PostgreSQL） 

設定ファイル  patch_postgresql.sh 

 
 
絵文字のデータはキャリアごとに異なるため、製品の内部的にはどのドメインがどのキャリアであるか設定する
必要がございます。そのため、以下の手順にてau.comドメインを運用環境に適用お願い致します。 
 
以下のコマンドでau.comドメインが登録されます。 
 

# cd /path/to/au_patch_mas_xx/ 
# sh patch_postgresql.sh 
    : 
PostgreSQL patch DONE 

 
※「xx」はバージョンです 
※モジュールの再起動は不要です。 
 
 
■ エラー解析パターン設定（errorpattern.jar） 
 

対象バージョン  4.0.0.2以降 

対象サーバ  エラーメールを受信しているサーバ（Brown） 

設定ファイル  patch_brown.sh 
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エラーメールの解析パターンをau.comに対応させるために、エラーメール解析パターンの更新が必要となりま
す。そのため、以下の手順にて運用環境に適用ください。 
 

1. 以下のコマンドでエラーメール解析パターンが更新されます。 

# cd /path/to/au_patch_mas_xx/ 
# sh patch_brown.sh 
   : 
Brown patch DONE 

※「xx」はバージョンです 
 

2. モジュールの更新後、Brownの再起動が必要です。 

# cd 
# /etc/init.d/durian-brown restart 

 
 
 

 

■ お問い合せ 

本件に関して不明な点がございましたら、MASサポート（mas-support@hde.co.jp）までお問合せください。 
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