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Cisco AsyncOS 11.1 の新機能
シスコのコンテンツ  セキュ リ テ ィ管理アプラ イアンス向け AsyncOS 11.1.0 リ リースでは、次の
ハード ウェア  モデルをサポート しています。

• S195

• S395

• S695

• S695F

詳細については、
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/content-security-management-appliance/da
tasheet_C78-721194.html を参照して ください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/content-security-management-appliance/datasheet_C78-721194.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/content-security-management-appliance/datasheet_C78-721194.html
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  アップグレード  パス

アップグレード  パス
これは x95 プラ ッ ト フォーム用の製造部門向け リ リースであるため、アップグレード  パスは使
用できません。

関連資料 
次の表の主要なドキュ メ ン ト に加えて、ナレ ッジ  ベースおよびシスコ  サポート  コ ミ ュニテ ィ を
含む他の リ ソースに関する情報は、オンラ イン  ヘルプおよびユーザ ガイ ド  PDF の「More 
Information」の章に記載されています。 

サービスとサポート

（注） 仮想アプラ イアンスのサポート を受けるには、仮想ラ イセンス番号（VLN）をご用意の上 Cisco 
TAC に連絡して ください。 

Cisco TAC：http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html 

従来の IronPort のサポート  サイ ト ：http://www.cisco.com/web/services/acquisitions/ironport.html

重大ではない問題の場合は、アプラ イアンスからカスタマー サポート にアクセスする こ と もで
きます。手順については、ユーザ ガイ ド またはオンラ イン  ヘルプを参照して ください。 

このマニュアルは、「関連資料」の項に記載されているマニュアルと併せてご利用ください。
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Cisco Content Security 製品の
マニュアル： 入手場所 

Cisco コンテンツ  セキュ リ
テ ィ管理アプラ イアンス

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-mana
gement-appliance/tsd-products-support-series-home.html

Web セキュ リ テ ィ  アプラ イ
アンス

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-applianc
e/tsd-products-support-series-home.html

E メール セキュ リ テ ィ  アプ
ラ イアンス

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-applia
nce/tsd-products-support-series-home.html

コンテンツ  セキュ リ テ ィ製
品用コマン ド ラ イン  リ フ ァ
レンス  ガイ ド

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-applia
nce/products-command-reference-list.html

Cisco 電子メール暗号化 http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-encryption/tsd-
products-support-series-home.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-encryption/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
http://www.cisco.com/web/services/acquisitions/ironport.html
http://www.cisco.com/go/trademarks
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