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1. はじめに 

1-1. 本書について 

本書は、ソフィアメーリングリストシステムの管理者様を対象として、メーリングリストを管理する方

法を記したものです。 

なお、本書ではソフィアメーリングリストシステムの管理操作に限定して説明しています。Windows

や mac OS などのオペレーティングシステムや PC などの操作については各製品のマニュアルをご参照く

ださい。 

 

1-2. メーリングリストの種類 

ソフィアメーリングリストシステムで扱うメーリングリストは 3 つのタイプを想定しています。 

・ メンバー限定型 

一般的なメーリングリストのタイプです。会員として登録されたメンバーのみがメーリングリストから

の配信メールを受信し、メーリングリストに投稿することができます。 

非会員からの投稿を拒否しますが、投稿者にメールが拒否された旨がメールで通知されます。 

メーリングリストに返信した際の宛先をメーリングリストのメンバー全員にするか、元のメールの投稿

者にするかを選択できます。 

 

・ メールマガジン型 

メールマガジンを運営するためのタイプです。会員メンバーは配信されるメールを受け取りますが、投

稿することはできません。投稿担当会員以外は投稿禁止の設定が有効となります。新しく会員を追加し

た場合も投稿禁止設定で会員に追加されますので、メーリングリストの利用を開始する前に、投稿許可

者の設定が必要です。 

非会員からの投稿は、投稿者へ通知せずに拒否します。 

メーリングリストに返信した際の宛先は、元のメールの投稿者になります。 

※一般的なメーリングリストと異なり、メーリングリスト参加者は、自らの操作によりメーリングリス

トに参加、および脱退することができません。そのため、メールマガジン型の利用にあたっては、受信

者が「メールマガジンを受信すること」を了解していることが必要です。 

詳しくは後述の「1-3-2. メーリングリスト配信対象者への周知について」をご参照ください。 

・ 問い合わせ窓口・情報共有型 

対外向けの問い合わせ窓口をメーリングリストで運営したり、広く情報共有をおこなったりするための

タイプです。「メンバー限定型」が持つ、「会員のみがメーリングリストに投稿できる」制約を除いた機

能となります。 

非会員からの投稿は、そのままメーリングリストに配信します。 

メーリングリストに返信した際の宛先をメーリングリストのメンバー全員にするか、元のメールの投稿

者にするかを選択できます。 

既に作成されたメーリングリストのタイプの変更については、メーリングリスト個別設定の画面から変

更することができます。 
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1-3. 注意事項 

1-3-1. メーリングリストの設定について 

ソフィアメーリングリストシステムでは、メンバーの追加／削除、ML サブ管理者の設定などは、各メー

リングリストの管理者（ML 管理者／サブ管理者）にお願いしています。情報システム室では、トラブルが

起きた場合を除き、設定変更などの運用支援は行いません。 

また、適切な管理がされていないと判断される場合には、メーリングリストを停止することがあります。 

 

1-3-2. メーリングリスト配信対象者への周知について 

業務利用を前提とするため、メーリングリスト参加者は、自らの操作によりメーリングリストに参加、

および脱退することができません。そのため、特にメールマガジン型の利用については、以下の点にご留

意ください。 

・ 一般的な事務利用の場合には、個々のメンバーが、メールマガジンを受信することを了解している場合

のみ使用してください。 

教職員全員を対象としたお知らせや告知には、ソフィア掲示板などをご利用ください。 

・ 特定の学科・学年・団体等の学生を対象としたメールマガジンを情報伝達の手段として利用する場合な

ど、個々に受信の了解を得ることが現実でない場合には、あらかじめ対象者に対し、メールマガジン配

信について説明等を行うようにしてください。 
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2. ソフィアメーリングリストシステム 

2-1. ソフィアメーリングリストシステムへのログイン 

ソフィアメーリングリストシステムを使ってメーリングリストの管理を行うためには、Internet 

Explorer や Safari、Firefox、Chrome などの Web ブラウザを使用して、ソフィアメーリングリストシス

テムにアクセスする必要があります。 

 

2-1-1. ソフィアメーリングリストシステムへのアクセス 

ソフィアメーリングリストシステムにアクセスするために、Web ブラウザを起動し、次のアドレスを指

定します。 

 

■ソフィアメーリングリストシステム URL 

https://manage.ml.sophia.ac.jp/ 

 

2-1-2. ソフィアメーリングリストシステムへのログイン 

ソフィアメーリングリストシステムにアクセスすると、システムからのお知らせと、利用規約が表示さ

れます。 

この画面では、システム運用にかかわるお知らせや利用規約が表示されていますので、必ず目を通して

ください。『システムからのお知らせ』と『利用規約』を確認したら「ログイン画面へ移動」ボタンを押し

ます。 

 

  

クリックしてログイン画面に移動します 

利用前にご確認ください 

利用前にご確認ください 

https://manage.ml.sophia.ac.jp/
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ログイン画面は「教職員向けソフィアメール」で使っているものと同じ画面を使っています。「教職員向

けソフィアメール」を利用するときと同じように、ユーザー名とパスワードを入力し、サインインボタン

を押します。 

「教職員向けソフィアメール」のログイン画面ですが、学生もメーリングリストの管理に際しては、こ

こからログインします。 

 

なお、システムメンテナンス中は「教職員向けソフィアメール」のものではないログイン画面が表示さ

れます（メンテナンスモード）。 

 

メンテナンスモードの場合には、ローカルユーザとして許可されたシステム管理者のみがログイン可能と

なります。 

  

「教職員向けソフィアメール」と同様に

ログインしてください 
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2-1-3. ソフィアメーリングリストシステムからのログアウト 

ソフィアメーリングリストシステムからログアウトするためには、ログイン中の上部ヘッダメニュー右

端のプルダウンメニュー中の「ログアウト」を選択します。 

ログアウトが完了すると、再度ログイン画面に移動します。セキュリティ上の問題を防ぐため、ソフィ

アメーリングリストシステムの管理処理を済ませたら必ずログアウトしてください。 

 

2-2. トップページ 

ソフィアメーリングリストシステムにログインすると、利用できるメニューのボタンが表示されます。 

学生は「メーリングリスト設置の申請」を行うことはできませんので、表示はされません。 

 

2-2-1. メニューボタン 

 

下記の処理画面に移動することができます。 

・ 参加メーリングリスト閲覧 

・ メーリングリスト管理 

・ メーリングリスト設置の申請（教職員のみ選択可） 

2-2-2. ヘルプボタン 

別ウィンドウでマニュアルを表示させることができます。 

 

学生は選択できません 

 

ヘルプボタンをクリックすると 

マニュアルが別ウィンドウで 

表示されます 
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3. 参加メーリングリストの閲覧 

3-1. メーリングリストの確認 

ソフィアメーリングリストシステムにログインし、トップページから「参加メーリングリスト閲覧」を

クリックすると、自分がメンバーになっているメーリングリストと、それぞれの管理者の連絡先メールア

ドレスを確認することができます。 

 

教職員は「確認」ボタンをクリックすると、それぞれのメーリングリストに登録されているメンバーを

確認することができます（学生は「選択」ボタンをクリックすることはできません）。 

 

 

 

3-2. メーリングリストのメンバー一覧 

「参加メーリングリストの閲覧」画面で対象のメーリングリストの「選択」ボタンをクリックすること

で、メーリングリストごとのメンバー一覧画面に移動します。 

 

 

メーリングリストを確認して「選択」ボタンを押します 

クリックで参加メーリング

リスト閲覧画面に戻る 
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4. メーリングリストの管理 

4-1. メーリングリストの選択 

ソフィアメーリングリストシステムにログインし、トップページから「メーリングリスト管理」をクリ

ックすると、下記のメーリングリスト情報が一覧表示される「メーリングリストの選択」画面に移動しま

す。 

・ 「ML 管理者」として管理できるメーリングリスト 

・ 「ML サブ管理者」として管理できるメーリングリスト 

管理したいメーリングリストの「選択」ボタンをクリックしてメーリングリスト処理メニューに進んでく

ださい。 

 

 

  

管理対象のメーリングリストを確認して「選択」ボタンを押します 
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メーリングリストの一覧表示では、それぞれの表題部分をクリックすることで表示順を並び替えること

ができます。 

・ メーリングリストアドレス 

・ コメント 

・ 管理者 ID（教職員番号） 

・ 管理者 

・ 作成日 

同じ項目を連続してクリックすると並び替えの昇順・降順が切り替わります。並び替え中の項目は表題部

分に上向きもしくは下向きのマークが表示され、それぞれ昇順あるいは降順で並び替えられていることを

意味します。 

初期状態では「管理者 ID」の昇順・「メーリングリストアドレス」の昇順で並び替えられた状態で一覧

表示されます。 

 

 

 

また、CSV ダウンロードボタンをクリックすることでメーリングリストの

一覧をダウンロードすることができます。 

 

  

昇順並び替え状態 
降順並び替え状態 A→Z Z→A 

昇順並び替え状態 

表題をクリックして 

並び替え 
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4-2. メーリングリスト管理メニュー画面 

「メーリングリストの選択」画面で管理対象とするメーリングリストの「選択」ボタンをクリックする

ことで、メーリングリストごとの管理メニュー画面に移動します。 

 

 

 

この画面を起点にメーリングリストへの処理画面に移動することができます。 

・ メーリングリストメンバー管理 

・ メーリングリスト個別設定 

・ 過去メール・エラーメールの確認 

画面の一番下の「メーリングリスト選択画面へ戻る」のボタンをクリックすると、選択したメーリング

リストの管理をやめて、あらためて別のメーリングリストの管理を行うために「メーリングリストの選択」

画面に戻ります。 

  

クリックでそれぞれ

の処理画面に移動 

クリックでメーリングリスト

選択画面に戻る 
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4-3. メーリングリストメンバー管理 

4-3-1. メーリングリストメンバー管理画面 

 

メーリングリストメンバー管理画面では、メーリングリストごとにメンバーとして登録されているユー

ザーに対して下記の操作を行うことができます。 

・ ユーザーの削除（メーリングリストからの退会） 

・ 「ML 管理者」「ML サブ管理者」といった役割の確認 

・ 学生番号・教職員番号の確認、変更 

・ 氏名（備考）の確認、変更 

・ 投稿禁止設定の実施、解除 

・ 配信停止設定の実施 

・ メンバー一覧の CSV ダウンロード 

 

「役割」「メールアドレス」「学籍番号・教職員番号」「氏名」の各項目について、表題部分をクリックす

ることで画面上の表示順を並び替えることができます（役割欄でのソート順は「ML 管理者」「ML サブ管

理者」「参加者」の順です）。表の下の部分のパネルから 1 ページの表示ユーザー数、現在表示されている

ページ番号を変更することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて 

設定変更 

ML 管理者 

↓ 

ML サブ管理者 

↓ 

参加者 

表題をクリックして並び替え 

先頭ページ・前ページ 次ページ ・最終ページ 表示件数 ページ移動 

数 
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「削除」「投稿禁止」「配信停止」表題部分の全選択・全解除ボタンをクリックすると、現在表示されて

いるユーザーについてチェックを入れたり外したりすることができます（ただし全選択・全解除の範囲は

メーリングリストへの参加者全員ではなく、そのときに表示されているユーザーが対象となります）。 

 

 

設定内容を確認した上で「更新内容変更」をクリックすることで、画面上の内容が反映されます。 

 

「処理選択画面へ戻る」をクリックするとメンバー管理を中止して、メーリングリスト管理画面に戻り

ます。その際に「更新内容変更」を行っていない内容については、未反映のままとなります。 

 

 

 

また、CSV ダウンロードボタンをクリックすることで参加者の一覧をダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

メンバー削除をともなう変更を行う場合には、本当に削除してよいか確認を促す画面が表示されるので、

処理内容を確認のうえ、「確認」ボタンをクリックしてください。なお誤ってメンバー削除をした場合には、

再度新規追加する必要がございますので、削除については慎重に確認を行ってください。 

 

「@sophia.ac.jp」および「@eagle.sophia.ac.jp」のドメイン名をもつ参加者を ML サブ管理者に昇格

させることができます。ML サブ管理者への昇格処理を行った後はすみやかにソフィアメーリングリストシ

ステムにログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

全選択ボタン 

全選択解除ボタン 
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4-3-2. メーリングリスト参加者一括登録 

 

メーリングリストメンバー管理画面上の「メンバー新規追加」ボタンをクリックすると、メーリングリ

ストに参加者を一括で登録する画面に移動します。 

 

この画面では、メーリングリストに参加させたいユーザーを下記の順で「コンマ区切りの CSV 形式」で

入力欄に記入して「一括登録」ボタンを押し、新しい参加者を登録します。 

・ メールアドレス 

・ 氏名（備考） 

・ 教職員番号・学籍番号 

 

クリックでメンバー

追加画面へ 

この場所に 

新規登録メンバーの 

一覧を記入します 



ソフィアメーリングリストの使い方（第 3.1 版） 

15 

Sophia University ICT-Office 

 

一例として、下記のような入力を行った場合には、 

 

下図のように登録されます（画面は電子メールアドレス順に並び替えされた内容です）。教職員番号・学籍

番号および、氏名（備考）は省略することが可能です。 

 

 

 

登録処理の際に不備があった場合には、該当する行の処理が失敗したことが表示されます。処理結果を

確認した上で必要に応じて再度登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メンバー管理へ戻る」をクリックすると処理を中止して、メーリングリ

ストメンバー管理画面に戻ります。このときに未反映の内容は失われてしま

うので注意してください。 

 

  

sophia-user@sophia.jp,上智 太郎,012345 

outer-user@example.com 

eagle-user@eagle.sophia.jp,上智 次郎 

途中でエラーが発生しても

最後まで処理を行います 
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4-4. メーリングリスト個別設定 

4-4-1. メーリングリスト個別設定画面 

メーリングリストの管理メニュー画面で、メーリングリスト個別設定をクリックすることで、メーリン

グリスト個別設定画面に移動します。この画面では下記の 2 つの処理をタブで切り替え、それぞれの項目

の設定を行います。 

・ メール件名の設定画面 

・ メーリングリスト型設定画面 

それぞれのタブで「処理選択画面へ戻る」をクリックするとメーリングリストの管理メニュー画面に戻

ります。この際に未反映の内容は失われてしまうので注意してください。 

 

4-4-2. メール件名の設定画面 

メール件名の設定画面では、メーリングリストに配信されるメールの件名（Subject）に先立って挿入さ

れる語句や配信されるメールの通し番号を設定します。 

 

 

標準では「[sample-ml:%05d] 」といった文字列が設定されています。設定の中で「%05d」といった、 

「%」+ (数字) + 「d」 の部分はメーリングリストの通し番号に置き換えられます。この部分は数字の部

分 

 

 

 

 

によって細かい設定を行うことが可能です。 

 

設定例 通し番号 

置き換え結果 

( ‘␣’ は空白文字を 

示します ) 

備考 

%d 123 123 通し番号に置き換えられます 

%5d 123 ␣␣123 
右詰めで桁が余った部分は空白文字で埋められ

ます 

%-5d 123 123␣␣ マイナス記号を使うと左詰めになります 

%05d 123 00123 右詰めで桁が余った部分は 0 で埋められます。 

%-05d 123 123␣␣ 
マイナス記号と 0 は同時に使えず、単に左詰めと

なります 

％7d 123 ␣␣␣␣123 数字は通し番号部分の桁数を表します 

%3d 12345 12345 
指定桁数で足りない場合は通し番号そのもので

置き換えられます 

 

実際の設定画面にも設定例が表示されていますので、参考にしてください。 

 

設定した内容は「設定変更」をクリックすることで反映することができます。「リセット」をクリックす

ると編集内容を破棄し、現在の設定内容を再度読み込みます。 

 

メール件名の設定と非会員からの投稿制限をタブで切替えます 

メール件名の設定を指定します 
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4-4-3. メーリングリスト型設定画面 

メーリングリストの型（タイプ）を変更します。 

非会員（メーリングリストのメンバー以外）から投稿があった場合の動作は、メーリングリストの型に

よって決まります。 

また、「メンバー限定型」「問い合わせ窓口・情報共有型」の場合には、メーリングリストに返信した際

の宛先をメーリングリスト全体にするか、元のメールの投稿者にするかを選択できます。 

・ メーリングリスト全体に返信：返信先に元のメールの送信者は含まれないのでご注意ください。 

・ 投稿者に返信：メーリングリストを含めて返信するには「全員に返信」で返信してください。 

 

メーリングリストの型（種類）については、「1-2. メーリングリストの種類」を参照してください。 

 

設定した内容は「設定変更」をクリックすることで反映することができます。「リセット」をクリックす

ると編集内容を破棄し、現在の設定内容を再度読み込みます。 

 

 

 

 

4-5. メーリングリストの運用 

4-5-1. メーリングリスト運用メニュー画面 

メーリングリストの管理メニュー画面で、過去メール・エラーメールの確認をクリックすることで、メ

ーリングリスト運用メニュー画面に移動します。 

 

設定を選択します 

クリックで処理選択画面に戻る 

クリックでそれぞれ

の処理画面に移動 
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この画面を起点にメーリングリストへの処理画面に移動します。 

・ 過去メールの確認 

・ 保留メールの確認 

画面の一番下の「処理選択画面へ戻る」のボタンをクリックすると、選択したメーリングリストの運用

処理をやめて、あらためて別の処理を行うため「メーリングリストの管理メニュー」画面に戻ります。 

 

4-5-2. 保留メールの確認画面 

エラーメールの確認画面では、メーリングリストに投稿されたものの、なんらかの理由で保留状態にな

っているメールを確認し、それぞれのメールに対しての処理を決定します。保留メールとなる主な理由は

下記のようなものです。 

・ メーリングリストごとに設定された制限サイズを超えたメールが投稿された 

・ 投稿禁止設定のメーリングリストメンバーから投稿があった 

保留メールの確認画面では、保留状態になったメールが表形式で一覧表示されます。 

 

それぞれの保留メールについて「内容確認」をクリックすることでエラーメールの内容を確認できます。 

 

 

 

 

 

保留メール 

2 通目 

保留メール 

1 通目 

保留メール 

3 通目 

クリックで内容確認 
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その上で保留メールに対する処理をアクションの部分の「拒否」「廃棄」から選択したうえで「処理確定」

をクリックし、エラーメールを処理してください。 

 

 

 

 

 

 

アクションの部分の「拒否」「廃棄」は「非会員からの投稿制限設定画面」での各処理に以下のように対

応します。 

・ 拒否（「非会員からの投稿制限設定画面」での「投稿者に通知し拒否」に対応） 

非会員からの投稿を拒否しますが、投稿者にメールが拒否された旨がメールで通知されます。メーリン

グリストに投稿が配信されない場合のトラブルシュートに役立ちますが、迷惑メールの送信者にメーリ

ングリストの存在が知られてしまう欠点もあります。 

 

・ 破棄（「非会員からの投稿制限設定画面」での「投稿者に通知せずに破棄」に対応) 

非会員からの投稿を拒否し、投稿者へ通知しません。 

画面の一番下の「過去メール・エラーメールのメニューへ戻る」のボタンをクリックすると、選択した

メーリングリストでのエラーメールの処理を中止し、あらためて別の処理を行うため「メーリングリスト

運用メニュー」画面に戻ります。 

 

 

 

 

処理を選択し、「処理確定」をクリック 

最大 4096 バイトまで 

保留メールの内容が 

表示されます 
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4-5-3. 過去メールの確認画面 

過去メールの確認画面では、対象となるメーリングリストから過去に配信されたメールを確認すること

ができます。確認できる配信メールは過去 12 か月分です。 

 

 

確認したいメールが配信された年月を「配信年月」選択すると、その月に配信されたメールの「題名」

と「送信者」の組み合わせが「配信メール一覧」に表示されます。「配信メール一覧」の中から確認したい

メールをクリックすることで、メールの内容を確認することができます。 

 

画面の一番下の「過去メール・エラーメールのメニューへ戻る」のボタンをクリックすると、選択した

メーリングリストでのエラーメールの処理を中止し、あらためて別の処理を行うため「メーリングリスト

運用メニュー」画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

4-6. メーリングリスト開設申請 

4-6-1. メーリングリストを開設できる身分について 

本学に在籍している教職員・研究員で、@sophia.ac.jp のメールアドレスを利用できる方 

 

※常勤の教職員以外の方が申請される場合には、メーリングリストを作成後、サブ管理者に必ず常勤の

教職員を設定してください。 

 常勤の教職員：専任教員、常勤嘱託教員、専任職員、嘱託(常勤)職員 など 
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4-6-2. メーリングリスト開設申請の作成 

メニューボタンから「メーリングリスト設置の申請」を選択することで、ソフィアメーリングリストシ

ステムのシステム管理者へメーリングリスト設置の申請を行う画面に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて 

入力してください 

メーリングリストの希望名を 3 つ入力してください 

利用できる文字：英小文字、数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_) 

メーリングリストのタイプを

選択してください 
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「申請を行う」をクリックすることで、申請内容を確認することができます。 

 

内容を確認したうえで「確認」ボタンをクリックすることによって、メーリングリスト開設申請を提出

することができます。 

 

画面の一番下の「メイン画面へ戻る」のボタンをクリックすると、選択した

メーリングリストの運用処理をやめて、あらためて別の処理を行うため「メー

リングリストの管理メニュー」画面に戻ります。 

 

 

4-7. メーリングリスト棚卸 

4-7-1. メーリングリスト継続利用申請（棚卸への回答） 

ログイン中のユーザーが棚卸中のメーリングリストの ML 管理者の場合、メーリングリスト一覧に継続

利用申請ボタンが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このボタンをクリックすることによって、継続利用申請画面に移動します。 



ソフィアメーリングリストの使い方（第 3.1 版） 

23 

Sophia University ICT-Office 

 

 

継続利用するか、利用停止するかを選択して、「回答する」をクリックすることで、継続利用申請を行う

ことができます。利用停止としたメーリングリストは直ちに無効状態となります。 

なお、この操作を行うことができるのは、ML 管理者のみで、ML サブ管理者は継続利用申請を行うこと

はできません。 

 

画面の一番下の「メイン画面へ戻る」のボタンをクリックすると、選択したメーリングリストの運用処

理をやめて、あらためて別の処理を行うため「メーリングリストの管理メニュー」画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

4-8. メーリングリストの Q&A およびトラブルシューティング 

4-8-1. メールが送信されない 

メーリングリストの型が「メールマガジン型」の場合は、投稿者の設定を行う必要があります。ご自身

が管理者・サブ管理者の場合には、メンバー一覧から投稿権限があるか確認をしてください。ご自身が管

理者・サブ管理者でない場合には、管理者・サブ管理者へ連絡をしてください。 

 

継続利用・利用停止を選択します 
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4-8-2. メールへの返信を行った際に、元のメールの送信者が宛先に入らない 

メーリングリストの設定で、メールの返信先が「メーリングリスト全体」に設定されている場合、返信

の宛先はメーリングリストのみになります。「問い合わせ窓口・情報共有型」のメーリングリストで、元の

メールの送信者を宛先に含める場合は手動で追加するか、返信の設定を「投稿者に返信」に変更してくだ

さい。 

設定の方法は「4-4-3. メーリングリスト型設定画面」を参照してください。 

 

4-8-3. 管理者の変更 

管理者の変更に際しては、以下の手順で実施ください。 

 

前提：管理者は「本学の教職員・研究員」で、「ソフィアメールを使用する」必要があります。 

１．管理者にしたいユーザーのメールアドレス（@sophia.ac.jp）をメーリングリストに追加する。 

２．管理者にしたいユーザーをサブ管理者に昇格する。 

３．管理者になりたい人が、その時点での管理者を CC に入れて、情報システム室へメールで連絡する。 

 

１、２の手順が行われていないと、情報システム室で処理が行えません。 

 

4-8-4. メーリングリストからの脱退 

ご自身でメーリングリストから抜けることはできません。まずは管理者・サブ管理者に連絡をお願いし

ます。 

 

なお、管理者・サブ管理者がメーリングリストを適切に管理できていないなど、やむをえない場合に限り、、

情報システム室にご相談ください。 

 

4-8-5. 自動配送エラー処理の例外通知 

まれに、管理者は「自動配送エラー処理の例外通知」というメールを受け取ることがあります。 

メーリングリストからのメールを受信した時に、送信者が「*******-bounces@ml.sophia.ac.jp」と

表示され、かつ、そのメールに返信した際に「*******-bounces@ml.sophia.ac.jp」に対して返信をし

てしまう古いメーラーが、一部存在します。 

そのようなメーラーで「*******-bounces@ml.sophia.ac.jp」に対してメールを送信してしまうと、

上記のエラーが起こり、管理者にメールが届きます。 

 

宛先が「*******-bounces@ml.sophia.ac.jp」のみで、当該内容のメールが利用者に配送されていな

い場合は、投稿者に正しいメーリングリストのアドレス宛に再送をお願いするようご連絡をお願いいたし

ます。 

 

4-8-6. コマンドの含まれたメールの保留 

メール本文に、メーリングリスト内部で使用されているコマンドと同じ文言が含まれると、誤って実行

されないように、メールの配信が保留されることがあります。 

 

管理者には以下のようなメールが届きます。 
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--------------------------------------- 

以下のメーリングリストへの投稿は、リスト管理者の承認が必要です。 

 

リスト:  *****@ml.sophia.ac.jp 

発信者:  *****@*****.com 

件名:    Password Set Notification 

理由:    管理コマンドが含まれています 

 

適当な時に以下の URL で承認作業をしてください． 

 

http://manage.ml.sophia.ac.jp/mailman/admindb/**** 

--------------------------------------- 

 

この時に、URL をクリックしても何も操作はできませんので、本マニュアルの「4-5-2. 保留メールの

確認画面」を参照して処理を行ってください。 

 

 

以上 

 


