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C H A P T E R 1

初めて受け取った登録済みエンベロープを
開封する

改訂日：2017 年5月 20 日

この章では、パスワード保護された登録済みエンベロープを初めて受信した場合の操作につい
て詳しく説明します。ここでは特に、Cisco Registered Envelope Service (CRES) への登録、および
登録済みエンベロープを開封する方法について説明します。 

この章は、次の内容で構成されています。

 • 登録済みエンベロープの概要

 • 初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順

 • CRES アカウント有効化後の登録済みエンベロープの開封

 • Google サインインによりセキュリティで保護されたメッセージを開く

注 このガイドの 新バージョンと、CRES に関するその他のドキュメントは、この製品ページから入
手できます。

登録済みエンベロープの概要
登録済みエンベロープは、暗号化された電子メールメッセージの一種です。パスワードによって
保護されている登録済みエンベロープもあり、暗号化されていてもパスワードを必要としない
登録済みエンベロープもあります。

パスワードで保護された登録済みエンベロープを受信した場合は、Cisco Registered Envelope Service
で無料のユーザアカウントを作成して暗号化されたメッセージを開封する必要があります。 

サービスに登録すると、作成したアカウントのパスワードを使用して、任意の送信者から受信し
たすべての登録済みエンベロープを開封できます。また、登録済みエンベロープを送信したり管
理したりすることもできます。
1-1
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登録済みエンベロープの概要
登録済みエンベロープの特長

登録済みエンベロープを使用すると、暗号化されたメッセージを簡単に送受信できます。通常、
メッセージの送信者は、重要な情報や機密情報を安全に相手へ伝えるためにメッセージを暗号
化します。暗号化によって、予想外の機密保護違反や意図的および悪意のある機密保護違反から
大切な情報を守ります。 

個人または組織が登録済みエンベロープを使用する場合、ほとんどはメッセージ受信者のため
に機密情報を保護することを目的として使用されます。また、政府の規制や法令によって、メッ
セージの送信者が情報の機密性を維持しなければならない場合もあります。たとえば、登録済み
エンベロープを使って、医療組織が患者の病歴に関する機密情報を送信したり、金融機関が顧客
の銀行口座に関する機密情報を送信することもできます。 

登録済みエンベロープの通知メッセージ

登録済みエンベロープを受信すると、次のファイルを受け取ります。

 • 通知メッセージ：暗号化された安全なメッセージを登録済みエンベロープの形式で受信した
ことを知らせます。また、通知にはリンクが含まれ、登録済みエンベロープや CRES について
の情報を確認できます。

 • 暗号化されたメッセージの添付ファイル：通知メッセージには、暗号化されたメッセージの
添付ファイルが含まれます。この添付ファイルは、securedoc_dateTtime.html という名前付け
規則を使用します。ここで、date と time はファイルに付加されたタイムスタンプです。たと
えば、securedoc_20100615T193043.html というファイルを受信した場合、20100615 が年月日
を表し、193043 が時刻を表します。このファイルには、登録済みエンベロープと暗号化され
たコンテンツの両方が含まれます。登録済みエンベロープを表示するには、添付ファイルを
ハード ドライブに保存します。次にこのファイルをダブルクリックして、登録済みエンベ
ロープをWeb ブラウザに表示します。一般に、コンピュータで登録済みエンベロープを正し
く表示してメッセージを復号化するには、インターネット接続が必要です。

図 1-1 は一般的な通知メッセージの例です。

図 1-1 暗号化されたメッセージの添付ファイルを含む通知メール メッセージ

通知電子メール メッセージには、登録済みエンベロープおよび暗号化されたコンテンツの両方
を含む添付ファイルが含まれます。
1-2
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登録済みエンベロープの概要
注 添付ファイルには、ユーザアカウントのパスワードを入力したときに暗号化されたメッセージを
復号化するソフトウェアが含まれます。付属するソフトウェアがメッセージを復号化できない場
合があり、その場合は、代わりの復号化メソッドを使用する必要があります。エンベロープを開封
する代替手段の詳細については、第 3 章「登録済みエンベロープに関する問題のトラブルシュー
ティング」 を参照してください。

登録済みエンベロープの構成要素

登録済みエンベロープを Web ブラウザで開封すると、図 1-2 で示すようなエンベロープが表示
されます。

図 1-2 登録済みエンベロープの例

次の表に、図 1-2 で示した登録済みエンベロープの重要な機能について説明します。 

機能 説明

A アドレスフィールド
と件名 

アドレス フィールドでは、送信者のアドレスが [送信者：（From:）] 
フィールドに、宛先アドレスが [宛先：（To:）] フィールドに表示され
ます。受信者が複数ある場合は、宛先メール アドレスが含まれたド
ロップダウンリストが [宛先：（To:）] フィールドに表示されます。

B [パスワード
（Password）] フィー
ルド

メッセージがパスワードによって保護されている場合は、CRES パ
スワードを入力してエンベロープを開封します。サービスに登録し
ていない場合は、パスワードを入力する前に登録するように求めら
れます。
1-3
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登録済みエンベロープの概要
C [開く（Open）] ボタン パスワードで保護されたメッセージを受信すると、既にサービスに
登録している場合は、[開く（Open）] ボタンが表示されます。[開く

（Open）] ボタンをクリックし、コンテンツを復号化してメッセージ
を表示します。[開く（Open）] ボタンは、サービスに登録してユーザ
アカウントを作成した後に初めて表示されます。電子メールアドレ
スがユーザアカウントに関連付けられていない場合は、[開く

（Open）] ボタンの代わりに [登録（Register）] ボタンが表示されます。
その場合は、[登録（Register）] ボタンをクリックしてサービスに登
録します。

低セキュリティの登録済みエンベロープを受信した場合は、[開く] 
ボタンの代わりに [確認 (Acknowledge)] ボタンが表示されます。

注 企業によっては、Cisco Registered Envelope Serviceでシン
グルサインオン (SAML) ログインが使用できるよう設
定されている場合があります。その場合は、企業の資格
情報を使用してログインするためのポップアップが表
示されます。

D [Google でサインイ
ン（Sign in with 
Google）] ボタンによ
るサインイン

Google アカウントがある場合は、[Google サインアップ（Google 
Sig-up）] ボタンをクリックして登録する必要があります。登録する
と、Google でサインインしてセキュリティで保護されたメッセージ
を確認できるようになります。この場合、CRES の登録や CRES パス
ワードの入力は不要です。 

E [ヘルプ（Help）] リ
ンク

[ヘルプ（Help）] リンクをクリックし、登録済みエンベロープのオン
ライン ヘルプにアクセスします。オンラインヘルプでは、登録済み
エンベロープを開封するための標準および代替の方法について説
明します。よく寄せられる質問 (FAQ) へのリンクもあります。

F メッセージのセキュ
リティ レベル

メッセージのセキュリティレベルは、低、中、または高に設定できま
す。デフォルトは中です。低セキュリティで送信されたメッセージを
開くには、パスワードを入力する必要はありません。中セキュリティ
では、標準のパスワード機能を使用できます。高セキュリティで送信
されたメッセージを開封するには、[情報をコンピュータに保存する

（Remember me on this computer）] オプションをオンにしている場合
にも、必ずパスワードを入力する必要があります。

機能 説明
1-4
Cisco Registered Envelope 受信者ガイド
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初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
登録済みエンベロープのその他の機能については、次のアドレスから「よく寄せられる質問 
(FAQ)」をご覧ください。

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=FAQ

登録済みエンベロープのほとんどの構成要素はエンベロープごとに異なります。エンベロープ
の構成要素に影響を与える要因には以下が挙げられます。

 • 送信者のアカウント設定

 • 受信者のコンピュータにインストールされているソフトウェア

 • 電子メール ゲートウェイによって、暗号化されたメッセージの添付ファイルに追加された
変更

 • 受信者がすでにサービスに登録済みか

登録済みエンベロープは動的であり、特定のエンベロープの構成要素は時間の経過によって変
化する可能性があります。 

初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封する
ための手順

このセクションでは、パスワード保護された登録済みエンベロープを初めて開封する方法につ
いて詳しく説明します。この手順は、初めて受信した場合の標準的なシナリオです。手順は状況
によって異なる場合があります。Google アカウントがある場合は、Google 認証を使用してセキュ
リティで保護されたメッセージを開くことができます。詳細については、「Google サインインによ
りセキュリティで保護されたメッセージを開く」セクション（1-14 ページ）を参照してください。

G コンピュータの保存
のチェックボックス
と個人セキュリティ
フレーズのチェック
ボックス

[情報をコンピュータに保存する（Remember me on this computer）] 
チェックボックスをオンにすると、設定内容がコンピュータに記録
されます。この設定は、暗号化プロファイルによって異なります。た
とえば、中セキュリティのメッセージを受信した場合は、開封のた
めにパスワードを入力する必要がない場合もありますが、高セキュ
リティのメッセージを受信した場合は、開封のために必ずパスワー
ドを入力する必要があります。

[個人セキュリティ フレーズを有効にする（Enable my Personal 
Security Phrase）] チェックボックスをオンにします。個人セキュリ
ティフレーズとは、ユーザ自身が選択する短い語句です。組織が使
用するセキュリティメールシステムへ登録するときに、ユーザは
ユーザ本人と組織のみが知る個人セキュリティ フレーズを作成し
ます。個人セキュリティ フレーズによって、ユーザは、登録済みエン
ベロープが組織から送られたものであり、不正にパスワードを盗も
うとするフィッシング行為ではないことを確認できます。

H 言語 着信する登録済みエンベロープの翻訳に使用する言語を選択しま
す。この選択は、BCE 構成ファイルに設定されたシステムのデフォ
ルト ロケールによって決定される言語を上書きします。

機能 説明
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初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
注 これらの手順は、パスワードで保護されたメッセージを初めて受信したユーザに適用されます。
CRES に登録してアカウントを有効化した後、パスワードを使ってあらゆる送信者からのエンベ
ロープを開けるようになります。パスワードによって保護されていない登録済みエンベロープを
受信した場合、メッセージの開封のために登録する必要はありません。詳細については、「CRES ア
カウント有効化後の登録済みエンベロープの開封」セクション（1-14 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 1：暗号化されたメッセージの添付ファイルをハード ドライ
ブに保存する

登録済みエンベロープの通知メッセージを受信したら、登録済みエンベロープを表示するため
に添付ファイルを開く必要があります。 良の結果を得るには、添付ファイル 
(securedoc_dateTtime.html。date と time は、メールの送信時に付加されたタイムスタンプを表し
ます) 、をダブルクリックし、ここに示されているように、ファイルを開く前にハードドライブに
保存します。

注 添付ファイルを保存するためのダイアログボックスは、お使いのメールプログラムや Webメール
サイト(Yahoo! メール、Gmail、Hotmail) によって異なる場合があります。

通知メッセージの詳細については、「登録済みエンベロープの通知メッセージ」セクション（1-2 
ページ）を参照してください。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する 
初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
ステップ 2：添付ファイルをWebブラウザで開く

添付ファイルの securedoc_dateTtime.html を Web ブラウザで開きます。

登録済みエンベロープが表示されます。

ステップ 3：[登録（Register）] ボタンをクリックしてCisco Registered 
Envelope Serviceに登録する

登録済みエンベロープの [登録（Register）] ボタンをクリックして、Cisco Registered Envelope 
Service に登録します。

注 企業によっては、CRES でシングルサインオン（SAML）ログインが使用できるよう設定されてい
る場合があります。その場合は新規ユーザ登録が簡略化され、ポータル言語とCRESユーザアカウ
ントで使用する名前のみ入力する必要があります。SAML認証では個人セキュリティフレーズは
不要です。図 1-4（1-8 ページ） は、SAML認証による新規ユーザ登録を示しています。図 1-3（1-8 
ページ） は、CRES認証による新規ユーザ登録を示しています。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する        

初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
[新規ユーザ登録（New User Registration）] ページが表示されます。

図 1-3 CRES認証による新規ユーザ登録

図 1-4 [新規ユーザ登録（New User Registration）]（[詳細設定（Advanced Settings）]）
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する 
初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
次のフィールドに情報を入力します。

表 1-1 CRES登録ページのフィールド

フィールド 値

言語 オプション：ドロップダウンメニューから、CRESア
カウントで使用する言語を選択します。デフォルト
の登録ページは英語で表示されますが、英語、フラ
ンス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、また
は日本語を選択することができます。

名 必須です。CRESユーザアカウントの名を入力して
ください。 

姓 必須です。CRESユーザアカウントの姓を入力して
ください。 

パスワード 必須です。アカウントのパスワードを入力し、再度
確認入力します。パスワードは英数字を使用し、大
文字と小文字を区別する必要があります。 

次のパスワード要件は、アカウント管理者が追加の
設定を行うことができます。

 • パスワードには、小文字、大文字、数字、特殊文
字のうち、3 つ以上の文字タイプが含まれる必
要があります。

 • パスワードには 3 回以上連続して繰り返され
る文字を含めることはできません。

 • パスワードにはユーザ名または反転したユー
ザ名を含めることはできません。

 • パスワードには「Cisco」、「csic」の文字列を使用
することはできません。また、同様の文字列の
小文字を大文字に変更したものや、「i」を「1」、

「|」、「!」に置き換えたもの、「o」を「0」に置き換え
たもの、「s」を「$」に置き換えたものも使用でき
ません。

注 パスワードを忘れた場合は、セキュリティ用
の質問に正しく答えることでリセットできま
す。企業がCRESでシングルサインオン 
(SAML) ログインを使用できるよう設定して
いる場合には、企業のサポート グループに問
い合わせてパスワードを入手またはリセット
してください。

タイムゾーン タイム ゾーンは現在のロケーションに基づいて自
動的に設定されます。あらかじめタイム ゾーンを
設定している場合は、自動検出は有効になりませ
ん。また、[タイム ゾーン（Time Zone）] ドロップダウ
ン メニューから優先タイム ゾーンを選択すること
でタイム ゾーンを変更できます。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する        

初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
オンライン登録フォームに入力し、ページの下にある [登録（Register）] ボタンをクリックして、
ユーザアカウントを作成します。CRESの登録および使用は無料です。 

個人セキュリティフレーズ 必須です。個人セキュリティフレーズを入力しま
す。個人セキュリティフレーズにより、パスワード
を盗もうとするフィッシング行為から守られます。
登録の際に自分とCRESにしかわからない短いフ
レーズを指定できます。個人セキュリティフレーズ
は、受け取った登録済みエンベロープのパスワード
フィールドをクリックすると表示されます。個人セ
キュリティフレーズが表示されない場合は、リンク
をクリックして詳細情報を確認してください。 

注 個人セキュリティ フレーズを有効にするに
は、[情報をコンピュータに保存する

（Remember me on this computer）] または [個人
セキュリティ フレーズを有効化する（Enable 
my Personal Security Phrase）] チェックボック
スをオンにします。 

個人セキュリティフレーズを有効化する 個人セキュリティフレーズを有効にするには、この
チェックボックスを選択します。 

パスワード確認時の質問 必須です。セキュリティ用の質問を 3 つ選択し、そ
れぞれの質問の答えを入力して確認します。これら
の質問はパスワードを忘れた際、パスワードをリ
セットするのに使用されます。

注 アカウント管理者はセキュリティに関する質
問を管理します。アカウント管理者がセキュ
リティに関する質問を変更した場合は、プロ
ファイルを編集し、更新された質問に回答す
る必要があります。

フィールド 値
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する 
初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
フォームに入力して [登録（Register）] をクリックすると、次の確認ページが表示されます。

注 複数のメールアドレスで登録済みエンベロープを受信する場合は、複数のユーザアカウントを設
定する必要があります。各メールアドレスに対して別々のアカウントが必要です。

ステップ 4：CRES のアカウントを有効化

受信箱にアカウント有効化のメールがサービスから届いているかを確認してください。受信箱
にメールが届いていない場合は、アカウント有効化のメッセージがフィルタされている可能性
があるため、迷惑メールフォルダを確認してください。次に、一般的なアクティベーション メッ
セージの例を示します。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する        

初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
アクティベーション電子メール メッセージで、リンクをクリックしてユーザ アカウントをアク
ティブ化します。 

次の確認ページが表示されます。

ステップ 5：登録済みエンベロープを再度開いてパスワードを入力する

登録済みエンベロープに戻ります。[登録（Register）] ボタンは、エンベロープに表示されなくなり
ます。次に示すように、[開く（Open）] ボタンが表示されます。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する 
初めてセキュリティで保護されたメッセージを開封するための手順
Cisco Registered Envelope Service のユーザ アカウントのパスワードを入力し、[開く（Open）] をク
リックします。

注 企業によっては、Cisco Registered Envelope Serviceでシングルサインオン (SAML) ログインが使用
できるよう設定されている場合があります。その場合は、企業の資格情報 (ユーザ名とパスワード) 
を使用してログインし、暗号化されたメールを開くためのポップアップが表示されます。 
「図 1-5（1-13 ページ）」を参照してください。Google アカウントでサインインする場合は、セキュリ
ティで保護されたメッセージを確認するために CRES のユーザ名とパスワードを入力する必要は
ありません。

図 1-5 SAMLログイン

復号化されたメッセージがブラウザウィンドウに表示されます。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する        

CRES アカウント有効化後の登録済みエンベロープの開封
登録済みエンベロープを開封すると、[返信（Reply）] をクリックしてセキュリティで保護された
返信を送信するか、[転送（Forward）] をクリックしてセキュリティで保護された転送メッセージ
を送信できます。セキュリティで保護された返信メッセージまたは保護された転送メッセージ
を送信すると、受信者は暗号化されたメッセージを含む登録済みエンベロープを受信します。

注 オリジナルメッセージの送信者の設定によって、特定の機能が使用できない場合があります。た
とえば、セキュリティで保護されたメッセージを返信または転送できない場合があります。

CRES アカウント有効化後の登録済みエンベロープの
開封

CRES（Cisco Registered Envelope Service）に登録してアカウントを有効化した後、パスワードを
使ってあらゆる送信者からのエンベロープを開けるようになります。 

ヒント 添付 HTML ファイルをモバイル デバイス上で開くと、Quick Look などの HTML ビューアが起動
し、エンベロープをレンダリングしますが、添付 HTML ファイルは操作できません。エンベロー
プを正しく開くには、Cisco Business Class Email アプリケーションを、iTunes または Google Play 
からダウンロードしてください。アプリケーションをダウンロードしたら、元のメッセージに戻
り、メッセージ本文に含まれる HTML ファイルを長押ししてから [Cisco BCE で開く（Open in 
Cisco BCE）] をタッチします。

Google サインインによりセキュリティで保護されたメッ
セージを開く

Google アカウントがある場合は、Google 認証を使用してセキュリティで保護されたメッセージ
を開くことができます。この場合、セキュリティで保護されたメッセージを開くために CRES の
登録や CRES パスワードの入力は不要です。

初に Google 認証によりセキュリティで保護されたメッセージを開くには：

ステップ 1 添付ファイルの securedoc.html を Web ブラウザで開きます。

ステップ 2 [Google サインアップ（Google Sign-up）] ボタンをクリックして登録します。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する 
Google サインインによりセキュリティで保護されたメッセージを開く 
ステップ 3 Google アカウントを選択します。

ステップ 4 [新しい Google ユーザの登録（New Google User Registration）] ページで、姓と名を入力し、[登録
（Register）] をクリックします。
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第 1 章      初めて受け取った登録済みエンベロープを開封する        

Google サインインによりセキュリティで保護されたメッセージを開く
次の確認メッセージが表示されます。また、後で電子メール宛てに確認が送信されます。

ステップ 5 登録済みエンベロープに戻り、[Google でサインイン（Sign in with Google）] ボタンをクリックして
セキュリティで保護されたメッセージを確認します。

注 [パスワード（Password）] フィールドは、CRES 認証でのみ必要となります。Google サインインによ
りセキュリティで保護されたメッセージを開く場合は、[パスワード（Password）] フィールドは使
用しません。このフィールドはスキップして、[Google でサインイン（Sign in with Google）] をク
リックします。 
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Google サインインによりセキュリティで保護されたメッセージを開く 
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C H A P T E R 2

メールの送信

改訂日：2017 年5月 20 日

この章では、CRESを使用してメールを送信する手順を詳しく説明します。この章の内容は次の
とおりです。

 • メールの送信の概要（2-1 ページ）

 • メールの作成と送信（2-2 ページ）

 • アドレス帳の使用方法（2-4 ページ）

 • パスワード確認時の質問の無効化（2-7 ページ）

メールの送信の概要
暗号化されたメールをCRESアカウントから送信することができます。CRESアカウントにサイ
ンアップすると、暗号化されたメールを受信できるだけでなく、暗号化されたメールを自分のア
カウントから送信できます。暗号化されたメールをCRESから送信すると、暗号化サーバが送信
メッセージを暗号化し、宛先へ転送します。暗号化されたメールを決まった宛先に頻繁に送信す
る場合は、そのメール アドレスをCRESのアドレス帳に保存し、メールの作成時に該当のアドレ
スを選択することができます。 

注 アカウント管理者は、[セキュリティで保護された作成（Secure Compose）] へのアクセスを無効にす
ることができます。アカウント管理者がこの機能を無効にしている場合は、左側のナビゲーション
メニューに [メッセージの作成（Compose Message）] リンクが表示されず、CRES Webサイトからセ
キュリティが保護されたメッセージを送信できません。 
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メールの作成と送信
メールの作成と送信
CRES Webサイトからセキュリティで保護されたメッセージを作成して送信するには、左側のナ
ビゲーションメニューから [メッセージの作成（Compose Message）] を選択します。

CRESからセキュリティで保護されたメッセージを送信すると、暗号化された内容を含む登録済
みエンベロープが宛先へ送られます。CRESユーザアカウントを所有していない受信者は、まず
サービスに登録し、無料のユーザアカウントを設定する必要があります。

ステップ 1 メッセージの作成は、[メッセージの作成（Compose Message）] ページで行います。メール アドレ
スを入力するか、[宛先：（To:）] フィールドをクリックするか、左側の [アドレス帳（Address Book）
] アイコンをクリックしてアドレス帳を開きます。

アドレス帳の使用の詳細については、「アドレス帳の使用方法」セクション（2-4 ページ）を参照し
てください。

ステップ 2 [メッセージの作成（Compose Message）] ページで、該当するアドレス フィールド（[To]、[CC]、お
よび [BCC])を入力します。

BCC オプションの詳細については、「[メールの BCC を自動的に自分に送る（Automatically BCC 
me on this email）] オプションの使用」セクション（2-3 ページ）を参照してください。

ステップ 3 [件名（Subject）] フィールドを入力します（オプション）。

ステップ 4 [添付ファイル（Attachments）] ボタンをクリックして、ファイルを添付します（オプション）。

すべての添付ファイルの 大ファイル サイズは 10 MB です。
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メールの作成と送信
ステップ 5 暗号化されるメッセージの本文を [メッセージ（Message）] フィールドに入力します。メッセージ
の書式を設定するには、[リッチ テキスト（Rich Text）] リンクをクリックします。必要に応じて書
式設定オプションを使用して書式を設定します。書式設定オプションの詳細については、「書式
設定オプションの説明」の表を参照してください。

ステップ 6 メッセージのコピーを自分宛に BCC 送信するには、チェックボックスを選択します (オプション)。

ステップ 7 受信者がメッセージを初めて開封したときに開封通知を受け取るには、チェックボックスを選
択します (オプション)。

開封通知の詳細については、「開封通知の要求」セクション（2-4 ページ）を参照してください。

ステップ 8 [送信（Send）] をクリックします。

[メッセージの作成（Compose Message）] ページの上部に、メッセージが送信されたことを知らせ
る通知が表示されます。

注 メッセージの作成中に 20 分以上入力を停止すると、Webブラウザのセッションがタイムアウトす
る場合があります。タイムアウト状態のまま、[送信（Send）] をクリックするとエラーメッセージが
表示されます。メッセージを送信するには、CRES Webサイトへもう一度ログインしてください。

表 2-1 書式設定オプションの説明

アイコン 説明

選択したテキストのすべての書式設定を解除します。

長いメッセージのセクションを区切るために横線を挿入します。

メッセージにファイルを添付します。

メッセージにハイパーリンクを挿入します。

メッセージからハイパーリンクを削除します。

テキストを左揃え、右揃え、または中央揃えにするか、段落間のインデ
ントを増やします。

テキスト ボックスを 大化します。テキスト ボックスを 小化するに
は、 大化の後にこのアイコンをもう一度クリックします。

[メールの BCC を自動的に自分に送る（Automatically BCC me on this 
email）] オプションの使用

セキュリティで保護されたメッセージを送信するときに、[メールの BCC を自動的に自分に送る
（Automatically BCC me on this email）] チェックボックスをオンにすると、メッセージのコピーを
自分のメール アカウントで受信することができます。 
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アドレス帳の使用方法
注 [設定（Preferences）] セクションの [プロファイルの編集（Edit Profile）] ページにある [メッセージを
自分宛に Bcc 送信する（Bcc me on messages that I send）] を選択することで、このオプションのデ
フォルト値を設定することができます。

開封通知の要求

セキュリティで保護されたメッセージを送信するときに、開封通知を要求することができます。
開封通知とは、送信したメッセージが受信者によって初めて開封されたときに、そのことを知ら
せる通知メールです。

注 受信者のメールシステムの設定によっては、開封通知が返信されない場合があるので、開封通知の
返送は保証されているわけではありません。受信者が初めてメッセージを開封した日時を確認す
る必要がある場合は、CRES Web サイトの [メッセージの管理（Manage Message）] 機能でメッセージ
の詳細を表示して確認してください。

アドレス帳の使用方法
セキュリティで保護されたメッセージを送信する際、頻繁に使用するメールアドレスをアドレ
ス帳に登録すれば、以降、簡単にアクセスできるようになります。

アドレス帳へのアドレスの追加

ステップ 1 左側の [アドレス帳（Address Book）] アイコンをクリックして、アドレス帳を開きます。

ステップ 2 [Add Contact（担当者の追加）] をクリックします。
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アドレス帳の使用方法
ステップ 3 連絡先の名、姓、メール アドレスを入力します。

ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5 新しいアドレスがアドレス帳に追加されます。

アドレス帳からのアドレスの削除

ステップ 1 左側の [アドレス帳（Address Book）] アイコンをクリックして、アドレス帳を開きます。

ステップ 2 削除するアドレスの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。

ステップ 3 または、削除するアドレスの横にあるチェックボックスを選択し、[連絡先の削除（Delete 
Contact）] をクリックします。
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アドレス帳の使用方法
アドレスの編集

ステップ 1 左側の [アドレス帳（Address Book）] アイコンをクリックして、アドレス帳を開きます。

ステップ 2 編集するアドレスの横にある [編集（Edit）] アイコンをクリックします。

ステップ 3 連絡先の姓、名、またはメール アドレスを編集し、[保存] をクリックします。

メッセージへのアドレス帳のメール アドレスの追加

ステップ 1 [宛先：（To:）] フィールドをクリックするか、左側の [アドレス帳（Address Book）] アイコンをク
リックしてアドレス帳を開きます。

ステップ 2 メールの宛先となる連絡先のメール アドレスをクリックします。[メッセージの作成（Compose 
Message）] ページが開き、選択したアドレスが [宛先：（To:）] フィールドに指定されます。
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アドレス帳の使用方法
ステップ 3 メッセージ（および必要なその他のフィールド）を入力し、[送信] をクリックします。

パスワード確認時の質問の無効化

完了している登録の種類に応じて、パスワード確認時の質問を無効にできる場合とできない場合
があります。アカウント管理者が登録プロセスとパスワード確認時の質問を管理します。

 • 簡易登録。簡易登録では、パスワード確認時の質問に答えることなく登録することができま
す。または、[詳細設定（Advanced Settings）] フォームに入力してパスワード確認時の質問に答
えることもできます。パスワードを復元するときにパスワード確認時の質問に答えないよう
にする場合は、[プロファイルの編集（Edit Profile）] ページで無効にできます。

注 [パスワード確認時の質問の無効化（Disable security questions）] オプションは、管理者グ
ループに属するユーザを除くすべてのユーザが利用できます。

 • 詳細登録。詳細登録では、パスワード確認時の質問に答えて個人セキュリティ フレーズを入
力する必要があります。この場合、[パスワード確認時の質問の無効化（Disable security 
questions）] オプションは利用できません。 

パスワード確認時の質問を無効にするには：

ステップ 1 左ペインで、[プロファイルの編集（Edit Profile）] アイコンをクリックします。[プロファイルの編
集（Edit Profile）] ページが開きます。

ステップ 2 [パスワード確認時の質問の無効化（Disable security questions）] ラジオ ボタンをクリックします。

ステップ 3 パスワードを入力して変更を確認します。

ステップ 4 [プロファイルの保存（Save Profile）] をクリックします。

ローカルタイムゾーンの設定

タイム ゾーンは現在のロケーションに基づいて自動的に設定されます。あらかじめタイム ゾー
ンを設定している場合は、自動検出は有効になりません。また、[タイム ゾーン（Time Zone）] ド
ロップダウン メニューから優先タイム ゾーンを選択することでタイム ゾーンを変更できます。

送信するすべてのメッセージについて、ローカル タイム ゾーンと目的の形式（12 時間または 24 
時間)に対して、タイムスタンプを設定できます。
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アドレス帳の使用方法
ローカル タイム ゾーンを設定するには：

ステップ 1 左ペインで、[プロファイルの編集（Edit Profile）] アイコンをクリックします。[プロファイルの編
集（Edit Profile）] ページが開きます。

ステップ 2 [タイムゾーン（Time Zone）] ドロップダウン メニューから適切な値を選択します。

ステップ 3 [時刻フォーマット（Time Format）] ドロップダウン メニューから 12 時間または 24 時間を選択し
ます。

ステップ 4 パスワードを入力して変更を確認します。

ステップ 5 [プロファイルの保存（Save Profile）] をクリックします。
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C H A P T E R 3

登録済みエンベロープに関する問題のトラ
ブルシューティング

改訂日：2017 年5月 20 日

この章は、次の内容で構成されています。

 • トラブルシューティングのヒント

 • 関連リソース

トラブルシューティングのヒント
このセクションでは、登録済みエンベロープの開封に関するトラブルシューティングのヒント
を紹介します。

問題：[開く（Open）] ボタンがエンベロープに表示されない、または正常
に機能しない

[開く（Open）] ボタンが表示されないか正常に機能しない場合、いくつかの原因が考えられます。
たとえば、電子メールアドレスがCisco Registered Envelope Serviceのユーザアカウントに関連付
けられていない場合は、エンベロープに [開く（Open）] ボタンではなく [登録（Register）] ボタンが
表示されます。また、[開く（Open）] ボタンが正常に機能しない場合は、ご使用のコンピュータで
JavaまたはJavaScriptの実行が設定されていないか、送信中にエンベロープが改ざんされた可能
性があります。

ヒント エンベロープに [登録（Register）] ボタンが表示されている場合はそれをクリックし、エンベロー
プを受信したメールアドレスのアカウントで新しいユーザを作成してください。

ヒント そのメールアドレスですでにユーザアカウントを作成している場合は、パスワードを入力して [
オンラインで開く（Open Online）] リンクをクリックし、別の方法でエンベロープを開封してくだ
さい。 
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トラブルシューティングのヒント
ヒント [オンラインで開く（Open Online）] を使用しても開封できない場合は、mobile@res.cisco.com 宛に
エンベロープを転送してください。サービスから一定期間のリンクを含むメールが送信され、そ
のリンクをクリックすると、ご使用のコンピュータまたはPDAでWebブラウザを介してメッセー
ジを安全に読むことができます。[オンラインで開く（Open Online）] を使った開封方法や、エンベ
ロープを転送して開封する方法の詳細については、次のアドレスから登録済みエンベロープの
オンライン ヘルプをご覧ください。 
https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope [英語]

問題：電子メール アドレスが [宛先：（To:）] フィールドに表示されない

登録済みエンベロープが複数の宛先に送信された場合には、ユーザのメールアドレスが [宛先：
（To:）] フィールドに直ちに表示されない可能性があります。

ヒント [宛先：（To:）] フィールドの矢印をクリックして、ドロップダウン メニューから自分のメールア
ドレスを選択してください。

ヒント BCC の宛先としてエンベロープを受信した場合は、[宛先：（To:）] フィールドのドロップダウン 
メニューにメールアドレスが表示されません。その場合は、[リストにないアドレス（Address not 
listed）] オプションを選択します。次に自分のメールアドレスを入力して [送信（Submit）] をク
リックし、[宛先：（To:）] フィールドに追加します。

問題：エンベロープが正常に表示されない

暗号化された添付ファイルを開くときに、登録済みエンベロープが正しく表示されない場合が
あります。たとえば、ファイルに不要なテキストまたはHTMLマークアップが含まれている場合
もあります (<!--、--> など)。 

ヒント 登録済みエンベロープの表示に問題がある場合は、mobile@res.cisco.com にエンベロープを転送
してください。Cisco Registered Envelope Serviceから、クリックして暗号化されたメッセージを表
示するためのリンクを示すメッセージが送信されます。 

問題：エンベロープの処理速度が遅い、または停止する

登録済みエンベロープの表示や開封の際に、接続問題などが原因で、登録済みエンベロープ処理
が中断される場合があります。その場合は、エンベロープ ツールを読み込み中またはメッセージ
の復号化を実行中であることを示すメッセージが、エンベロープの下に表示されます。数分間
待ってもメッセージが開かない場合は、処理速度が遅くなって いるか、処理が停止した可能性、
または添付ファイルのサイズが非常に大きい可能性があります。

ヒント 処理速度が遅くなったり停止した場合は、パスワードを再度入力し、[開く（Open）] をクリックし
てください。
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トラブルシューティングのヒント
ヒント [開く（Open）] を使用しても開封できない場合は、mobile@res.cisco.com 宛にエンベロープを転送
してください。Cisco Registered Envelope Serviceから、クリックして暗号化されたメッセージを表
示するためのリンクを示すメッセージが送信されます。 

問題：パスワードを忘れた、またはパスワードが機能しない

パスワードを思い出せない、または覚えているパスワードが正しくない場合は、パスワードをリ
セットしてください。

ヒント パスワードを忘れた場合は、登録済みエンベロープの [パスワードを忘れた場合（Forgot 
Password）] リンクをクリックして、パスワードをリセットします。Cisco Registered Envelope 
Serviceは、アカウントに関連付けられているメールアドレスに新しいパスワードを送信します。
企業がシングルサインオン（SAML）ログインを使用できるように設定されている場合に、パス
ワードを忘れたり紛失したりした際には、企業のサポート グループに連絡してパスワードを入
手またはリセットしてください。 

ヒント Cisco Registered Envelope Service のパスワードでは大文字と小文字が区別されます。覚えている
パスワードが正しくない場合は、間違ってCaps Lockキーを押していないかを確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、登録済みエンベロープの [パスワードを忘れた場合（Forgot 
Password）] リンクをクリックして、パスワードをリセットしてください。Cisco Registered 
Envelope Serviceは、アカウントに関連付けられているメールアドレスに新しいパスワードを送
信します。

問題：Microsoft OWA 2007 の互換性

互換性を確保するために、OWA 2007 CRES Secure Mail Recipients用のMicrosoftパッチをインス
トールしてください。

Microsoft OWA 2007でCRES Secure Envelopeを開封するCRES Secure Envelope Recipientsは、
HTML/XMLフィルタを無効にするサーバ側管理オプションを有効にする必要があります。この
HTMLフィルタのオプションは、まだリリースされていないMicrosoft Exchange 2007 SP1 Rollup 
8で公式にリリースされる予定で、MicrosoftユーザはMicrosoftから暫定的なパッチを入手できま
す。Microsoft顧客サービスとサポートに問い合わせる方法とタイミングについては、次のサイト
をご確認ください。 

http://support.microsoft.com/kb/295539 [英語]

問題：左側のナビゲーション メニューに [メッセージの作成（Compose 
Message）] リンクが表示されない

アカウント管理者は、[セキュリティで保護された作成（Secure Compose）] へのアクセスを無効に
することができます。アカウント管理者がこの機能を無効にしている場合は、左側のナビゲー
ションメニューに [メッセージの作成（Compose Message）] リンクが表示されず、CRES Webサイ
トからセキュリティが保護されたメッセージを送信できません。
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関連リソース
関連リソース
次の関連リソースからも、Cisco Registered Envelope Serviceおよび登録済みエンベロープに関す
る詳細情報をご覧いただけます。

登録済みエンベロープのヘルプ

Cisco Registered Envelope Serviceの概要や登録済みエンベロープのさまざまな開封方法について
は、次のアドレスから登録済みエンベロープのヘルプページをご覧ください。

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope

よく寄せられる質問(FAQ)
暗号化されたメールの開封、Cisco Registered Envelope Serviceへの登録、 適なブラウザ設定など
に関する一般的な質問の答えは、次のアドレスのよく寄せられる質問（FAQ）ページからご覧い
ただけます。

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=FAQ

カスタマー サポート

Cisco Registered Envelope Service のカスタマー サポートにお問い合わせの際は、次のアドレスま
でメールをお送りください。 

support@res.cisco.com 
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