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１　はじめに

平素より弊社 ASP サービス、スパイラル・メッセージングプレースをご利用頂き、ありがとうございます。

去る 2003 年 10 月 01 日、J- フォン株式会社はボーダフォン株式会社に社名変更すると共に、インターネット接

続サービスの名称を「J- スカイ」から「ボーダフォンライブ！」に変更しております。

これに伴い、同社はボーダフォンで提供しているメールサービスの E メールアドレスのドメイン名 (「@」記号よ

り後ろの部分 )を「jp-X.ne.jp」から「X.vodafone.ne.jp」に変更することを発表しております。

そこで、このたび弊社では、ユーザーの皆様に同社宛ての E メールに対する将来的な不達問題を回避して頂くこ

とを目的として、スパイラル・メッセージングプレースに、ドメイン名の変換機能を設置致します。

本資料は、上記「ドメイン名の変換機能」の仕様および操作方法について記載しています。

(1) 機能の概要

以下の 2つの機能を提供致します。

1) 一括変換機能

ＤＢテーブルに格納されたメールアドレスのドメインを一括で変換する。

([ ＤＢ ]グループ -> [ ＤＢメンテナンス ]メニュー )

2) 登録時変換機能

登録フォームからのデータ登録時に、メールアドレスのドメインを変換する。

([ 会員 ]グループ -> [ 登録ページ設定 Ver.2] メニュー /入力値チェック )

(2) 変換仕様

jp-X.ne.jp {X: d,h,t,c,k,r,n,s,q} ド メ イ ン の、 オ リ ジ ナ ル メ ー ル ア ド レ ス※ 1 の ド メ イ ン 部 を 

X.vodafone.ne.jp に変更致します。

例）○○○ @jp-t.ne.jp -> ○○○ @t.vodafone.ne.jp

※ 1 オリジナルメールアドレスの判定

ローカルパート (「@」記号より前の部分 )が以下の条件を満たすもの。

1) 3 バイト以上、30 バイト以下である

2) 半角英数字と半角「_」「-」「.」※2 で構成している

3) 半角英字で始まる

※ 2 「.」は 2003 年 10 月 15 日から使用可能になりました。



ボーダフォンライブ！ドメイン変換機能説明資料　　2

２　一括変換機能

ＤＢテーブルに格納されたメールアドレスのドメインを一括で変換する「一括変換機能」について説明しています。

設定箇所：[ＤＢ ]グループ -> [ ＤＢメンテナンス ]メニュー

図 2-1 ＤＢメンテナンス

ＤＢ選択

オペレーション選択

フィールド選択

選択

ドメイン変換

対象データベースを
選択します

[Vodafone(TM)ドメイン変換
選択します

ドメインを変換するメールアドレス
フィールドを選択します

ＤＢメンテナンス

ＤＢグループのメニューから「ＤＢメンテナンス」をクリックします。対象のデータベースを選択し

ンに「Vodafone(TM) ドメイン変換」を指定後、[選択 ]ボタンをクリックすると、設定画面が表示

図 2-2 「Vodafone(TM) ドメイン変換」機能

jp-X.ne.jp {X: d,h,t,c,k,r,n,s,q} ドメインの、オリジナルメールアドレスのドメイン部を X.

に変更します。

例）○○○ @jp-t.ne.jp -> ○○○ @t.vodafone.ne.jp
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【オリジナルメールアドレスの判定】

オリジナルメールアドレスとは、ボーダフォンライブ！のメールアドレスのうち、ローカルパート (「@」記号よ

り前の部分 )が以下の条件を満たすものです。

1) 3 バイト以上、30 バイト以下である

2) 半角英数字と半角「_」「-」「.」※ で構成している

3) 半角英字で始まる

※ 「.」は 2003 年 10 月 15 日から使用可能になりました。

※オリジナルメールアドレス以外（電話番号 @jp-X.ne.jp 等）はドメインを変換しませんのでご注意下さい。

ドメインを一括変換するには：

１ フィールド選択メニューから対象のメールアドレスフィールドを選択します。

２ [ ドメイン変換 ]ボタンをクリックして処理を実行します。

３ ドメイン変換件数を確認後、[操作終了 ]ボタンをクリックして処理を完了します。

以上でドメインの一括変換は完了です。ＤＢオペレーションによる検索やデータのダウンロードを行い、メール

アドレスが変換されていることをご確認下さい。
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３　登録時変換機能

登録フォームからのデータ登録時に、メールアドレスのドメインを変換する「登録時変換機能」について説明し

ています。

設定箇所：[会員 ]グループ -> [ 登録ページ設定 Ver.2] メニュー /入力値チェック

図 3-1 「登録ページ設定 Ver.2」の入力値チェック条件設定

登録ページ設定Ver.2

登録関連ソース設定

入力値チェックページ

[条件設定]ボタンをクリックして
設定画面を開きます

条件設定

会員グループのメニューから「登録ページ設定 Ver.2」をクリックし、当該登録ページ設定を呼び出します。登

録関連ソース設定欄の入力値チェックページの [ 条件設定 ] ボタンをクリックすると、入力値チェック条件設定

画面が表示されます。

図 3-2 「登録時のドメイン変換」機能

入力値チェック条件設定（メールアドレス型）

チェックを"ON"にすると
変換機能が有効になります

[このページで入力する]欄および
[入力値をチェック]欄のチェック
を"ON"にします

Vodafone(TM)ドメイン変換（jp-X.ne.jp -> X.vodafone.ne.jp）
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jp-X.ne.jp {X: d,h,t,c,k,r,n,s,q} ドメインを X.vodafone.ne.jp に変更します。ただし、変更対象はボーダ

フォンライブ！の「オリジナルメールアドレス」に限ります。

例）○○○ @jp-t.ne.jp -> ○○○ @t.vodafone.ne.jp

【オリジナルメールアドレスの判定】

オリジナルメールアドレスとは、ボーダフォンライブ！のメールアドレスのうち、ローカルパート (「@」記号よ

り前の部分 )が以下の条件を満たすものです。

1) 3 バイト以上、30 バイト以下である

2) 半角英数字と半角「_」「-」「.」※ で構成している

3) 半角英字で始まる

※ 「.」は 2003 年 10 月 15 日から使用可能になりました。

※オリジナルメールアドレス以外（電話番号 @jp-X.ne.jp 等）はドメインを変換しませんのでご注意下さい。

登録時にドメイン変換を行うには：

１ 入力値チェックを有効にするために、当該フィールドの「このページで入力する」欄および
　　「入力値をチェック」欄のチェックを "ON" にします。

２ エラーチェック内容欄の「Vodafone(TM) ドメイン変換」のチェックを "ON" にします。

３ 設定内容を確認後、[確認画面へ ]ボタンをクリックします。

４ 設定内容が一覧で表示されますので、内容を確認後、[上記の内容で設定 ]ボタンをクリックして
　　設定を保存します。

以上で登録時にドメインを変換するための設定は完了です。実際に登録を行い、メールアドレスの変換が行われ

ることをご確認下さい。
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