
メール設定の変更マニュアルメール設定の変更マニュアル
　平素より、さきたまインターネットをご利用いただきましてありがとうございます。
　この度、皆様に安心してメールをお使いいただけるよう、セキュリティ強化を図った新しい
メールサーバーに移行することとなりました。
　つきましては、メールソフトの設定を変更していただきますよう、会員の皆様にお願いをし
ております。
　新しいメールサーバーについてのご説明と、主要メールソフトでの変更方法について解説し
た、マニュアルを作成しました。ご一読いただき、ご参考にしていただければと思います。

　メールの仕組みを簡単な図にすると、次のようになります。

　メールの送信を行う時は「SMTPサーバー」を使い、受信を行う時は「POPサーバー」を使
います。ただし、受信の時は「ユーザー名」と「パスワード」で認証を行いますが、送信の時
は行われません。そのため、アドレスの詐称（なりすまし）が簡単にできたのです。

　「SMTPサーバー」は、送られてきたメールの送信者を疑うことなく、宛先に
送信してしまいます。
　これを悪用して、他人になりすまして迷惑メールを送る手口が急増し、応急
処置的に使われるようになったのが、現在も多くのプロバイダで採用されている
「POP before SMTP」という方法です。
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　多くのプロバイダが採用し、これまで「さきたまインターネット」でも採用していた方法で
す。この方法の特徴は、メールを送信する前に受信操作を行って、ユーザー認証をするという
ものです。

　最初にメールの受信操作を行って、「POPサーバー」で認証を行います。その後、メールの
送信操作を行うと「SMTPサーバー」は「POPサーバー」に確認を行い、認証が行われていれ
ば送信を許可します。
　認証は短時間 (5～10分程度) だけ許可されるもので、それを過ぎたら再び受信操作を行わな
ければいけません。
　送信を行う度に受信を行わなければならないという煩わしさや、「POPサーバー」に問題が
発生すると送信もできなくなるなど、運用上の問題点も多く、あくまでも新しい方法を採用す
るまでの措置として考えられています。
　その新しい方法が、今回より採用する「SMTP-AUTH」です。

「POP before SMTP」とは？

　この方法は、メールの送信時にもユーザー認証を行うというものです。受信とは別に認証を
行うため、「POP before SMTP」の時の煩わしさがありません。

「SMTP Authentication (SMTP-AUTH)」とは？
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　「SMTP-AUTH」を使うためには、メールソフトが対応していることと、プロバイダのサーバー環境を変更
する必要がありました。そのため、有効性がわかっていてもすぐに採用することはできませんでした。
　「さきたまインターネット」でも、主要なメールソフトが対応してきたことと、迷惑メール対策やセキュリ
ティの強化を考え、新しいサーバー環境を構築して「SMTP-AUTH」を採用することにしました。

どうしてすぐに「SMTP-AUTH」を使わなかったの？



①ソフトを起動し、［ツール］メニューから［アカウント］を
　クリックします。

②［メール］タブをクリックし、一覧
　から変更するメール設定を選んで、
　［プロパティ］ボタンをクリックし
　ます。

③［サーバー］タブをクリックし、サーバーの
　設定を次のように変更します。

　［このサーバーは認証が必要］をチェックし
　ます。

　［適用］ボタンをクリックし、［OK］ボタン
　で画面を閉じてください。

受信メール(POP3)： pop.sakitama.or.jp

送信メール(SMTP)： smtp.sakitama.or.jp

Outlook Express 5, 6  /  Outlook 2000

メールソフトの設定変更（sakitama.or.jpの方）

④［閉じる］ボタンで画面を閉じます。

　以上で変更は完了です。



①ソフトを起動し、［ツール］メニューから［電子メールアカウント］
　をクリックします。

②［既存の電子メールアカウントの表示と変更］
　を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

Outlook 2002, 2003

③一覧から変更するメール設定を選
　んで、［変更］ボタンをクリック
　します。

④サーバー情報を次のように変更します。

　［詳細設定］ボタンをクリックします。

受信メール(POP3)： pop.sakitama.or.jp

送信メール(SMTP)： smtp.sakitama.or.jp



⑤［送信サーバー(SMTP)は認証が必要］にチェックを
　して［OK］ボタンをクリックします。

⑥［次へ］ボタンをクリックします。

⑦［完了］ボタンをクリックします。

　以上で変更は完了です。



①ソフトを起動し、［ツール］メニューから［アカウント設定］を
　クリックします。

②［電子メール］タブをクリックし、一覧から変更
　するメール設定を選んで［変更］をクリックしま
　す。

Outlook 2007

③サーバー情報を次のように変更します。

④［送信サーバー］タブをクリックし、［送信サーバー
　(SMTP)は認証が必要］にチェックをして［OK］ボタ
　ンをクリックします。

　［詳細設定］ボタンをクリックします。

受信メールサーバー： pop.sakitama.or.jp

送信メールサーバー： smtp.sakitama.or.jp



⑤［次へ］ボタンをクリックします。

⑥［完了］ボタンをクリックします。

　以上で変更は完了です。

　ソフトの種類やバージョンによって、「SMTP-AUTH」に対応していないものもあります。
　また、「さきたまインターネット」以外のプロバイダを利用して接続した場合でも、送信
を行うことができますが、プロバイダによってはポート番号の変更などの設定が必要な場合
がございますので、ご確認ください。

TEL 550-3007　　FAX 557-3421
e-mail info@sakitama.or.jp　　URL http://www.sakitama.or.jp/

さきたまインターネット事務局



メールソフトの設定変更（ヴァーチャルドメインの方）

①ソフトを起動し、［ツール］メニューから［アカウント］を
　クリックします。

②［メール］タブをクリックし、一覧から
　変更するメール設定を選びます。

　［プロパティ］ボタンをクリックしてく
　ださい。

③［サーバー］タブをクリックし、サーバーの
　設定を次のように変更します。

　［このサーバーは認証が必要］をチェックし
　［適用］ボタンをクリックします。
　［OK］ボタンで画面を閉じてください。

受信メール(POP3)： pop.ドメイン名

送信メール(SMTP)： smtp.ドメイン名

アカウント名　　： メールアドレス

Outlook Express 5, 6  /  Outlook 2000

例  emborick.co.jp というドメインの場合

受信メール　：pop.emborick.co.jp
送信メール　：smtp.emborick.co.jp
アカウント名：test@emborick.co.jp

④［閉じる］ボタンで画面を閉じます。

　以上で変更は完了です。



①ソフトを起動し、［ツール］メニューから［電子メールアカウント］
　をクリックします。

②［既存の電子メールアカウントの表示と変更］
　を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

Outlook 2002, 2003

③一覧から変更するメール設定を選
　んで、［変更］ボタンをクリック
　します。

④サーバー情報を次のように変更します。

　［詳細設定］ボタンをクリックします。

受信メール(POP3)： pop.ドメイン名

送信メール(SMTP)： smtp.ドメイン名

アカウント名　　： メールアドレス

例  emborick.co.jp というドメインの場合

受信メール　：pop.emborick.co.jp
送信メール　：smtp.emborick.co.jp
アカウント名：test@emborick.co.jp



⑤［送信サーバー(SMTP)は認証が必要］にチェックを
　して［OK］ボタンをクリックします。

⑥［次へ］ボタンをクリックします。

⑦［完了］ボタンをクリックします。

　以上で変更は完了です。



②［電子メール］タブをクリックし、一覧から変更
　するメール設定を選んで［変更］をクリックしま
　す。

③サーバー情報を次のように変更します。

④［送信サーバー］タブをクリックし、［送信サーバー
　(SMTP)は認証が必要］にチェックをして［OK］ボタ
　ンをクリックします。

　［詳細設定］ボタンをクリックします。

受信メール(POP3)： pop.ドメイン名

送信メール(SMTP)： smtp.ドメイン名

アカウント名　　： メールアドレス

例  emborick.co.jp というドメインの場合

受信メール　：pop.emborick.co.jp
送信メール　：smtp.emborick.co.jp
アカウント名：test@emborick.co.jp

①ソフトを起動し、［ツール］メニューから［アカウント設定］を
　クリックします。

Outlook 2007



⑤［次へ］ボタンをクリックします。

⑥［完了］ボタンをクリックします。

　以上で変更は完了です。

　ソフトの種類やバージョンによって、「SMTP-AUTH」に対応していないものもあります。
　また、「さきたまインターネット」以外のプロバイダを利用して接続した場合でも、送信
を行うことができますが、プロバイダによってはポート番号の変更などの設定が必要な場合
がございますので、ご確認ください。

TEL 550-3007　　FAX 557-3421
e-mail info@sakitama.or.jp　　URL http://www.sakitama.or.jp/

さきたまインターネット事務局


