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１.メーリングリスト概要 

 

本学が運用するメーリングリストには、”Mailman”というアプリケーションを使用してい

ます。 

“Mailman”は、Web 画面でメンバーの登録・変更・削除やメーリングリストの設定・管

理が行えます。 

 

ここでは、メーリングリスト管理者向けに基本的な設定・変更方法を説明します。利用

する際には、本書をよく読んで頂き利用してください。 
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２.設定・変更方法 

2.1 管理者へ通知 

メーリングリスト管理者の方へは、登録終了後下記のメールが送付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘med-test' メーリングリストが作成されました． 
以下は，このメーリングリストの基本的な情報です． 
 
メーリングリストのパスワード: 
 
    xxxxxx（注:メーリングリストのパスワードの記述があります。） 
 
メーリングリストの設定を行うにはこのパスワードが必要です． 
また，発言の制限があるリストへの投稿を承認する場合など，管理上の申請を 
処理する際にも必要になります． 
 
メーリングリストの設定は以下の Web ページで行うことができます． 
 
    https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/admin/med-test 
 
一般のリスト会員用の Web ページは，以下の URL になります． 
 
    https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/listinfo/med-test 
 
HTML の知識がある方は, これらの Web ページをリスト設定ページで変更す
る 
こともできます． 
 
一般の会員向けに, メールによるコマンド・インターフェースもあります． 
（管理者用のコマンド・インターフェイスはありません） 
コマンド・インターフェイスに関する情報は, 件名または本文に help と書い 
て以下のアドレスにメールを送ってください. 
 
    med-test-request@ml.yamanashi.ac.jp 
 
会員を退会させる場合，listinfo 
のページで会員のメールアドレスを入力し， 
パスワードに管理用のパスワードを入力することができます．また, まとめ読 
みの設定や配送停止などの会員オプションも変更できます． 
 
質問があれば  mailman-owner@ml.yamanashi.ac.jp までどうぞ． 
 

https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/admin/med-test
https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/listinfo/med-test
mailto:med-test-request@ml.yamanashi.ac.jp
mailto:mailman-owner@ml.yamanashi.ac.jp
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2.2 管理画面へのアクセス 

１) メールに記されている URL にアクセスしてください。例えば申請した（もしくは

管理している）メーリングリストが‘med-test'の場合、以下の URL になります。 

https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/admin/med-test 

※一般のリスト会員用の URL にメーリングリストメンバーに通知しないでく

ださい。メールコマンド用のメールアドレスも通知しないでください。 

https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/admin/med-test 

med-test-request@ml.yamanashi.ac.jp 

2) 表示された画面で、メールに記載されたメーリングリストの管理パスワードを

入力して[ログイン]を押してください。 

 

3) ログインに成功すると下記の画面が表示されます。 

 

4) この画面からメンバーの管理及び各種設定がおこなえます。 

https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/admin/med-test
https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/admin/med-test
mailto:med-test-request@ml.yamanashi.ac.jp
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2.3 パスワードの変更 

1）[パスワード]を押してください。 

 

2) [新しい管理者パスワードを入力してください]、[管理者パスワードの確認]に変更

したいパスワードを入力してください。入力後[変更を送信する]を押すとパスワー

ドが変更されます。 
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2.4 メンバーの追加 

1) [会員管理][まとめて入会登録]の順に押してください。 

 

2) [1 行に 1 アドレスを入力...]の横の入力エリアにメンバーに追加したいアドレスを

入力し(1 行で 1 アドレス、複数の場合改行してください)[変更を更新する]を押し

てください。 
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2.5 メンバーの削除 

1）[会員管理]を押してください。[会員管理]が押せない（もしくは押しても変わらな

い）場合は[会員リスト]を押してください。 

 

2) 表示された会員リストの退会チェックボックスにチェックをした後、[変更を送信

する]を押してください。チェックしたメンバーは削除されます。 
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3）複数のメンバーを削除する場合には、まとめて削除することが出来ます。[まとめ

て退会処理]を押してください。[まとめて退会処理]が表示されていない場合は、[会

員管理][まとめて退会処理] の順に押してください。 

 

4）[1 行に 1 アドレスを入力...]の横の入力エリアに削除したいメンバーのアドレスを

入力し(1 行で 1 アドレス、複数の場合改行してください)[変更を更新する]を押し

てください。入力したメンバーは削除されます。 
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2.6 メンバーの以外で特定アドレスの投稿許可 

メーリングリストのメンバーではないが、特定のアドレスを投稿のみ許可したい場合

は以下の手順で設定してください。 

1） [送信者フィルタ]を押してください。[送信者フィルタ]が表示されていない場合は、

[プライバシー･オプション] [送信者フィルタ] の順に押してください。 

 

2) [プライバシー･オプション]のページの中程の[非会員フィルタ]に[自動的に投稿を

承認すべき非会員のアドレス]の横の入力エリアに、投稿のみ許可のアドレスを入力

し[変更を更新する]を押してください。入力したアドレスからのメールは自動的に

受け付けます。 
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2.7 メンバーの以外の投稿許可 

メーリングリストのメンバー以外、誰でも投稿のみ許可したい場合は以下の手順で設

定してください。 

1） [送信者フィルタ]を押してください。[送信者フィルタ]が表示されていない場合は、

[プライバシー･オプション] [送信者フィルタ] の順に押してください。 

 

2) [プライバシー･オプション]のページの中程の[非会員フィルタ]に[動作が定義され

ていない非会員からの投稿に対する動作]で承認を選択し [変更を更新する]を押し

てください。どのメールアドレスからもメールは自動的に受け付けます。 
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2.8 メンバーの投稿制限 

メーリングリストのメンバーだが、投稿は許可しない場合は以下の手順で設定してく

ださい。 

1）[会員管理]を押してください。[会員管理]が押せない（もしくは押しても変わらな

い）場合は[会員リスト]を押してください。 

 

2）表示された会員リストの制限チェックボックスにチェックをした後、[変更を送信

する]を押してください。チェックしたメンバーはメールの受信はしますが、投稿が

できなくなります。 

 



メーリングリスト管理者マニュアル    山梨大学 総合情報戦略機構 情報システム課 

12 

 

2.9 件名(サブジェクト)の前に付く[メーリングリスト名:通し番号]の変更 

1）[全体的オプション]を押してください。 

 

2) [全体的オプション]のページの中程の[件名の先頭に付ける語句]に["メーリングリ

スト名" :%5d]と入力されています。その内容を変更することにより、件名(サブジ

ェクト)の前に部分の変更が可能です。 

必要が無い場合は、入力内容を消し[変更を送信する]を押してください。[メーリン

グリスト名:通し番号]は表示されません。 

“:%5d”のみを消した場合は、通し番号のみ表示されません。 

注意) 日本語を入れた場合は、メールが正常に表示されないなど不具合が発生する

可能性があります。 
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2.10 メーリングリストで投稿されたメールの返信先の変更 

1）[全体的オプション]を押してください。 

 

2) [全体的オプション]のページの中程の[投稿された記事の返信先を選んでくださ

い.~]で、投稿者・このリストのいずれかを選択し、[変更を送信する]を押してくだ

さい。 

注意) 別のアドレスは選択しないでください。間違えて登録した場合にはトラブルの

元になります。 
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2.11 BCC(ブラインドカーボンコピー)の許可 

初期設定では、メーリングリストのアドレスを BCC で送信することが出来ません。BCC

で送信したい場合は、以下の手順で設定してください。 

1）[宛先フィルタ]を押してください。[宛先フィルタ]が表示されていない場合は、[プ

ライバシー･オプション] [宛先フィルタ] の順に押してください。 

 

2) [プライバシー･オプション]のページの中程の[宛先フィルタ]に[投稿にはリスト名

が宛先(to, cc) に含まれてい なければならないでしょうか?]でいいえを選択し 

[変更を更新する]を押してください。、メーリングリストのアドレスを BCC で送信

することが出来ます。 
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2.12 最大宛先数の変更 

初期設定では、メーリングリストのアドレスを含めて宛先数を 10 アドレスまで指定で

きます。10 以上になると投稿したメールは保留され、管理者の承認が必要になります。

宛先数の変更をしたい場合は、以下の手順で設定してください。 

1）[宛先フィルタ]を押してください。[宛先フィルタ]が表示されていない場合は、[プ

ライバシー･オプション] [フィルタ] の順に押してください。 

 

2) [プライバシー･オプション]のページの中程の[宛先フィルタ]に[投稿を認めるメー

ルに含まれる受信者数の上限] 横の入力エリアに、最大宛先数を入力し[変更を更新

する]を押してください。設定した宛先数まで宛先を指定出来ます。 
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2.13 司会者の機能について 

司会者は、該当のメーリングリスト宛に投稿され、保留扱いになっているメールに対

して、「承認」「拒否」「破棄」の処理を行います。  

  

司会者を利用するには、「全体オプション」で司会者のメールアドレスを設定してくだ

さい。  

司会者のパスワードを設定してください。 

 

メーリングリスト宛に投稿があり、「保留」状態になった場合は、1 日 1 回司会者のメ

ール宛に通知されますが、保留が発生するごとに通知したい場合は「全体オプション」

で「新しい申請が来たら、1 日 1 回まとめて知らせる･･･」を「はい」変更してくださ

い。 

 

司会者のログイン画面 URL は以下の通りです。  

管理者のディレクトリ名が[admin]に対して、司会者は[admindb]です。  

https://mailman.yamanashi.ac.jp/mailman/admindb/メーリングリスト名 
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2.14 正規表現について 

非会員フィルタなどのフィルタは、正規表現により設定が可能です。 

Python で利用する正規表現で記述してください。 

 

例 1. 全てのメールに対して 

  ^.*? 

例 2. 山梨大学ドメインに対して 

  ^.*?@yamanashi.ac.jp 

 

参考 

 ． は任意の 1 文字 

 *? は直前の正規表現を 0 文字以上繰り返す 
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3.注意事項 

ご不明な点や設定ミス等でお困りなことがありましたら情報システム課まで、 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

  総合情報戦略機構部 情報システム課 

  URL : http://sojo.yamanashi.ac.jp/ 

 

  甲府キャンパス 

   内線 : 8085 

 E-mail : ipc@yamanashi.ac.jp 

   

医学部キャンパス 

  内線 : 2612 

   E-mail : joho-med@yamanashi.ac.jp 

 

http://sojo.yamanashi.ac.jp/
mailto:ipc@yamanashi.ac.jp
mailto:joho-med@yamanashi.ac.jp

