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概要

この資料は E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）と Cisco Threat Response
（CTR）を統合ためにプロセスをおよびいくつかの CTR 調査を行うためにこれを確認する方法
を説明したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Threat Response●

E メール セキュリティ アプライアンス●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。



CTR アカウント●

Ciscoセキュリティは Exchange を保守します●

ソフトウェア バージョン 13.0.0-392 の ESA C100V●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

設定

統合 CTR および ESA、ログイン E メール セキュリティ仮想アプライアンスに設定し、これらの
クイック・ステップに従うため:

ステップ 1.ネットワーク > Cloud サービス設定への移動

ESA で、コンテキスト メニュー ネットワーク > Cloud サービス設定への移動、Threat Response
ステータスを（/有効に なりました 無効に なった）イメージに示すように現在見るため。

ステップ 2. 『Edit Settings』 をクリック して下さい

今まで ESA の Threat Response 機能はイメージに示すように、機能を有効に するために『Edit
Settings』 をクリック します 無効に なります:



ステップ 3.チェックボックス有効および Threat Response サーバを選択して下さ
い

チェックボックス有効を選択し、そして Threat Response サーバを選択して下さい、下記のよう
にイメージを表示されて下さい:

注: Threat Response サーバ URL のための既定の選択は南 北 中央アメリカ
（APIsse.cisco.com）です。 ヨーロッパ ビジネスに関しては、ドロップダウン メニューを
クリックし、選択して下さいヨーロッパ（api.eu.sse.itd.cisco.com）を

ステップ 4.変更を入れ、保存して下さい

変更を入れ、変更を保存し、加えるために保存することを必要とします。 この場合 ESA インタ
ーフェイスが下記のイメージに示すように統合を、登録するためにリフレッシュされれば登録ト
ークンは要求されます。

注: 成功 メッセージを次のように表示できます: 変更は保存されました。



ステップ 5.門脈 CTR に記録 し、ESA で要求される登録トークンを生成して下さ
い

1. CTR ポータルで、モジュール > デバイスへの移動は > デバイスを、表示されます次のイメー
ジが管理します。

2.デバイスをリンクしましたりリダイレクトをセキュリティ サービス Exchange （SSE）に、そ
こに、クリックしますアイコンを追加し、デバイスをイメージに示すように生成しますトークン
を管理して下さい。



3.トークンが生成されたら、トークンを生成するために『Copy』 をクリック します イメージに
示すようにクリップボードに、『Continue』 をクリック して下さい。

ヒント： また（1 および 100 までから）追加し、トークン有効期限（1hr、2hrs、4hrs、
6hrs、8hrs、12hrs、01 日、02 日、03 日、04 日および 05 日）を選択するためにデバイス
の数を選択できます。

ステップ 6. ESA の登録トークンを（CTR ポータルから生成される）貼り付けて下
さい

登録トークンが生成されたら、下記のイメージとして ESA の Cloud サービス設定セクションに
それを、貼り付けて下さい。

注: 成功 メッセージを次のように表示できます: Cisco Threat Response ポータルが付いて
いるアプライアンスを登録する要求は始められます。 アプライアンス ステータスをチェッ
クする時間以降にこのページに戻ってナビゲートして下さい。



ステップ 7. ESA デバイスが SSE ポータルにあることを確認して下さい

イメージに示すように ESA デバイスで SSE ポータルに（CTR > モジュール > デバイスは > デバ
イスを管理します）、および Search タブ一見で、ナビゲートできます。

ステップ 8.門脈 CTR にナビゲートし、新しい ESA モジュールを追加して下さい

1. CTR ポータルにいれば、イメージに示すようにモジュール > Add 新しいモジュールへの移動
。

2.モジュール型を、この場合、モジュールです下記のイメージとして E メール セキュリティ ア
プライアンス モジュール選択して下さい。



3.フィールドを入力して下さい: モジュール名、登録されているデバイス（以前に登録されている
1 つを選択して下さい）および要求時間枠（幾日）、およびイメージに示すように保存。

確認



CTR および ESA 統合を確認するために、また ESA からそれを表示し、監視するために > メッセ
ージ トラッキング ナビゲートし、テスト メールを見つけることができるテスト メールを送信で
きます。 この場合、下記のイメージとしてメール サブジェクトによってフィルタリングしました
。

この場合、CTR ポータルから、調査を行い、ナビゲートし、いくつかをイメージに示すように観
測可能なを調査するために、E-メールを送るのに使用できます。



ヒント： イメージ他のメール観測可能なのためにで同じ構文を次の通り使用できます。

トラブルシューティング

CES 顧客であるか、または SMA によって ESA デバイスを管理すれば、SMA によって Threat
Response にしか接続できません。 SMA 実行 AsyncOS 12.5 をまたはより高い確認して下さい。
SMA の ESA を管理しないし、ESA を直接統合、それをあります AsyncOS バージョン 13.0 また
は それ 以上に確認して下さい。

ESA デバイスは CTR ポータルで示されていません



ESA モジュールが CTR ポータルに追加される間、ESA デバイスがドロップダウン登録されてい
るデバイスで示されていなかったら、> 管理します下記のようにイメージとして Cloud サービス
および有効 CTR に SSE 門脈移動のデバイスを、モジュール > デバイスに CTR 移動の SSE の
CTR を、有効に するために確認して下さい:

CTR 調査は ESA からの表示データではないです

それを確認して下さい:

調査の構文は Verify セクションで正しいです、メール観測可能な上に示されています。●

適切な Threat Response サーバか Cloud （南 北 中央アメリカ/ヨーロッパ）を選択しました
。

●

ESA は登録トークンを要求していません

さもなければ、ESA の変更が Threat Response セクションに加えられない Threat Response が
有効に なったら変更を保存するために確認して下さい。

無効なか期限切れのトークンが理由で失敗される登録

トークンが正しい Cloud から生成されるようにして下さい:

ESA のためにヨーロッパ（EU） Cloud を使用する場合、トークンをからの生成して下さい:
https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/

ESA のために南 北 中央アメリカ（NAM） Cloud を使用する場合、トークンをからの生成して下
さい: https://admin.sse.itd.cisco.com/

また登録トークンは有効期限があることを、覚えて下さい（時間の統合を完了するほとんどの都
合の良い時を選択して下さい）。

関連情報

情報を Cisco Threat Response および ESA 統合 ビデオのこの技術情報に含まれていて見つ
けることができます。

●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/
https://admin.sse.itd.cisco.com/
https://video.cisco.com/video/6159336218001
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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