
グレイメールが殺到 不正なファイルを 
信頼 

検出を逃れるスノー
シュー スパム 

以下のような問題に悩まされていませんか? 

スパムは 250 %  
増加（2014 年 1 ～ 11 月）3 

マルウェアの攻撃経路の 
トップ 2 は Web と 
電子メール2 

55 % の組織が原因を 
特定できていません1 

シスコのすべてのセキュリティ アプライアンスは、オペレーティング システムとして AsyncOS を採
用しています。ますます高度化する攻撃から防御するために、シスコはソフトウェア アップデートを
定期的にリリースし、最新の機能を提供しています。最新のセキュリティ イノベーションでお客様の
組織を保護するために、Cisco Email Security を常に最新に保つ必要があります。まずはこちら
からリクエストしてください：カスタマー ヘルス チェックアップ 

こちらからどうぞ 
cisco.com/go/email 
security-customer 
 
 アップグレードが必要な
理由 

今すぐアップグレード 

1 

2 

3 

強力な新機能 

より強力な保護 

すばやく簡単なイ
ンストール 

 
お客様各位 
添付ファイルをクリックして重要 
な更新情報を確認してください。 

 
 

 
 

送信日時：2015/03/24（火）18:50 
宛先：worker@company.com 

カード会員の皆様へ重要なお知らせ 

お客様の Cisco Email  
Security は最新ですか。 

今すぐアップグレードして Cisco Email Security の最新の機能を利用してください 

グレイメールの検出と安全な配信停止 

このアドオン機能は、ネット
ワークに侵入するすべての
グレイメールにフラグを付け
るので、ユーザは高度にセ
キュアなシスコ プロキシを通

じて簡単かつ安全に配信を
停止できます。 

機能 

• グレイメール エンジンの統合により、電子メールをマーケティング、ソーシャル ネットワーキン
グ、一括メッセージ（グレイメール）に分類し、適切なポリシー コントロールを適用 

• 管理レポートにより、ネットワーク内のグレイメールの動向を詳細に把握 

• 配信停止サービスにより、配信停止リンクを装った悪意のある脅威から保護し、電子メールに
定型インターフェイス（書き換えられたリンクを含む）をオーバーレイ 

• 高度にセキュアなクラウドベースのプロキシにより、バックエンドで配信停止プロセスを処理  
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図 1. グレイメール検出のワークフロー 

脅威防御セキュリティ グレイメール検出 

一括メール 
ソーシャル 
ネットワーク マーケティング 

検疫 
• ホワイトリスト：送信者を許可 
• ブラックリスト：送信者をブロック 
• リリース：安全に配信停止 

ブロック 

安全な配信停止リンクを追加 
判断 

リクエスト 
レピュテーション 

フィルタ 
 

アンチスパム 

アンチウイルス 
 
高度なマル 
ウェア防御 

1 2014: A year of mega breaches, Ponemon （2014 年：大規模侵害の年、Ponemon） 2 手抜きのコストは高くつきます、シスコ 2015 年  3 Cloud Web Security Report 2015 （クラウド Web セキュリティ レポート、2015 年）  

http://www.cisco.com/go/emailsecurity-customer
http://www.cisco.com/go/emailsecurity-customer


高度なマルウェア防御（AMP） 

侵害が発生すると、AMP は疑わしいファイルをブロックして高度な脅威を防御し、すみやかに修復を行います。AMP は 
新しいファイル形式をサポートしており、AMP Threat Grid との統合により、保護を強化します。 

AMP のファイル分析の強化 

• AMP の初版リリースでサポートされていた EXE ファイルに加え、Windows PE、
Microsoft Office、および PDF のようなファイル形式の分析もサポート 

• アーカイブまたは圧縮されたファイルのマルウェアを検出 

• 管理者がどのファイル形式を分析用に送信するか選択し、ファイル分析オプショ
ンが変更された際にアラートを受け取ることが可能 

Web インタラクション トラッキング 

包括的なレポートで、悪意のあ
る URL およびユーザの行動

に、より優れた可視性を提供し
ます。レポートを使用し、電子
メール経由の脅威についてエ
ンド ユーザに通知します。 

機能 

• 最も頻繁にクリックされた悪意ある URL、悪意ある URL を最も多くクリックしたユーザ、日時、
書き換え理由、その他実行されたアクションに関するレポートを提供 

• 電子メール ID、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）グループ、および IP アドレス
に基づき、書き換えられた URL にアクセスするユーザを特定 

• イベントを 2 時間以内に登録し、レポート モジュールを 30 分ごとに更新 
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パフォーマンス モニタリング 

読みやすく管理しやすい通知を使用して、電子
メール セキュリティのパフォーマンス モニタリン
グ プロセスを合理化します。 

システム キャパシティの拡張 

• 現在の状態やキャパシティ使用率を単一画面で把握 

• 合計 CPU 使用率、作業キュー内のメッセージ数、メモリ ページ スワッピン
グなど、さまざまな状態パラメータのしきい値を設定 

• 指定したしきい値を超えた場合にアラートを送信するようにアプライアンス
を設定 

• TAC ケースを開いたり、アップグレード失敗後に元に戻したりすることなく、
アプライアンスのアップグレード適合性の評価を使用 

• システム ログを解析することなく、アプライアンスがリソース保護モードに
入った回数を追跡 
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図 5. システムの状態を包括的に可視化 

図 2. AMP のレピュテーション フィルタリングおよびファイル分析テクノロジー 
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図 4. 単一画面でユーザをモニタ 

AMP Threat Grid の統合 

• AMP Threat Grid テクノロジーとの統合により、疑わしいファイルを破棄する新機能や悪意の
あるセキュア ハッシュ アルゴリズム（SHA）のフィードバック ループなど、強化されたクラウド
分析を提供 

• AMP Threat Grid アプライアンスにより、機密データを扱う組織は、静的および動的なファイ
ル分析をオンプレミスで実行可能 
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アプリ 1 アプリ 2 アプリ 5 アプリ 3 

アプリ 4 

ブランチ オフィス 

図 3. AMP Threat Grid アプライアンス 
によりオンプレミスのファイル分析が可能 
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アプリ 4 

アプリ 6 アプリ 7 

書き換えられた URL：2asyncfs.com 
クリック時刻：2015/01/12 09:23:25 
書き換えの理由：感染 
行われたアクション：ブロック 

書き換えられた URL：5asynxsf.com 
クリック時刻：2015/03/09 11:01:13 
書き換えの理由：ポリシー 
実行されたアクション：許可 

 書き換えられた URL：8esynttp.com 
クリック時刻：2015/06/15 16:17:44 
書き換えの理由：感染 
行われたアクション：ブロック 

 

ユーザ A 

ユーザ B 

ユーザ C 

悪意のある  
可能性がある URL 

フィルタリング 

書き換えられた 
URL 
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リリースおよびサポート通知 S/MIME セキュリティ サービス 

電子メール用 Cisco AsyncOS API ファイル分析の検疫  

仮想アプライアンスの機能拡張 カスタマイズ可能なディスク領域 

柔軟なポリシー条件 AMP の機能向上 

仮想ゲートウェイの機能向上 ユーザ別のスパム通知 

カスタマイズ可能なエンドユーザ通知 強化されたパスワード オプション 

内部セキュリティ情報の表示 Simple Mail Transfers Protocol（SMTP）認証プロトコル 

AMP サービスを検出する拡張ロジック 設定可能なセキュア シェル（SSH）サーバ設定 

スパム対策の向上 新しい Secure Sockets Layer（SSL）構成の設定 

機密データの暗号化と削除 設定可能なコマンドライン インターフェイス（CLI）セッション タイ
ムアウト 

署名キー用に強化されたセキュリティ 強化された URL 無効化 
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URL フィルタリング AMP の機能向上 

アウトブレイク フィルタの強化 URL のロギング 

データ損失防止（DLP）ポリシーの変更 デフォルト IP インターフェイス 

新しい接続切断アラート デフォルトの URL 参照タイムアウト値 

URL フィルタリング クライアント サービス プロセスのリサイクル ファイル レピュテーション フィルタリングおよび分析 

ドメインベースのメッセージ認証、レポート、およびコンプライア
ンス（DMARC）の検証 大量メール攻撃の検出 

不正な添付ファイル付きの電子メールを削除するオプション エンベロープ言語 

確率的サンプリング ノー オペレーション（No operation）メッセージ フィルタ 

スパム検疫の機能向上 レポーティングおよびトラッキングの機能拡張 

スキャン動作と SSL 設定のためのグラフィカルなインター 
フェイス メール配信の一時停止および再開 

パスワード セキュリティの強化 クラスタ化されたアプライアンスの設定のロード 

TLS v.1.2 

このアプライアンスは、Transport Layer Security（TLS v.1.2）をサポートしています。暗号化プロトコルが、データ転送規則 
および要件への準拠をサポートします。 
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AsyncOS の包括的な機能リスト 

サポートされるプラットフォーム 
上記の機能を実現するには、8 GB 以上の RAM を搭載したシスコの x70 または x80 アプライアンス ハードウェアが必要です。
また、VMware または KVM ハイパーバイザの特定バージョンを使用して、仮想アプライアンスを活用することもできます。現在 
x60 ハードウェアをご使用のお客様は、期間限定キャンペーンを利用すると、x80 アプライアンスをすべて割引価格でご購入いた
だけます。ご不明な点がございましたら、シスコのセキュリティ アカウント マネージャまたはパートナーまでお問い合わせください。 
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お問い合せ先 
 
シスコシステムズ合同会社 
〒107‐6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 
http://www.cisco.com/jp 
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