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概要

この資料は Cisco メール送信をポータル（ESTP）、ポータルの使用方法、および一般のハウツ
ー手順ポータルによって管理および表示送信のためのトラッキング記述したものです。

何 Cisco メール送信およびトラッキングの使用は門脈ですか。

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）は > 99%捕獲物比率および 0.001% false
positive が付いている伝染性スパム、ハム、マーケティングおよび graymail メッセージに推奨に
残りました。 （傑作 1 レポートを詳細については参照して下さい）。 ただし、バーを高いまま
にし、全面的な効力を改善するために、Cisco は顧客に不正確に分類されるメッセージを入れる
ように勧めます。  詳細な使用説明書に関しては、Cisco に電子メール メッセージを出す方法を
参照して下さい。

各顧客送信は Cisco の脅威 知性 システムの重要なピースを形成します。 それ故に完全情報を用
いるおよび右の形式（RFC 822）の服従を持っていることは重要です。 場合によっては、送信は
入った方法による重要なヘッダおよび他の必要不可欠な情報を失います。  Cisco に不適当に提供
される送信により捕獲物レートを調節し、全面的な送信プロセスの顧客の欲求不満を高めるトラ
ブルシューティングで遅延を引き起こすかもしれません。

Cisco メール送信およびトラッキング ポータルは組織からの送信をトラッキングし、同時に各送
信のステータスを知る顧客向けの方法です。  送信が Cisco に提供されたら、ESTP からの情報は
Cisco の中の Ciscoサポートか他の関連するチームとそれ以上に相互に作用しています使用するか
もしれません。

だれが Cisco メール送信をトラッキング ポータル使用し、か。

http://www.opus1.com/www/whitepapers/antispamresults2015.pdf
/content/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/117822-qanda-esa-00.html
https://tools.ietf.org/html/rfc822


Cisco 接続オンライン（CCO）ユーザー ID があるどのエンドユーザでも ESTP にアクセスし、
利用できます。

ポータルを使用する 2 種類のユーザの 1 つに定義されます:

組織の管理者: 送信すべてのステータスを知るために興味を起こさせられるメール ゲートウ
ェイ 管理者は組織のユーザによって作るか、またはドメインを登録しました。 あらゆる組
織のための複数の管理者があり管理者は組織内のマルチプルドメインを管理する可能性があ
ります。

1.

送信のビューア: 組織の送信を表示するために管理者によって許可される個々のユーザ。 ビ
ューアは複数の組織のための送信を表示できます。 ビューアは一般的に送信を調査するの
にポータルの情報を使用します。 たとえば、顧客が Cisco に優先順位の送信をチェックし
てほしければそれらは Cisco に同じメッセージを再提出する必要がありません。 その代り
、顧客はサポート 要求によって Cisco TAC を ESTP からの送信 ID に与えることができ
Cisco TAC は更に詳しい情報については送信 ID それから調べることができます。

2.

管理者として ESTP と開始する方法

ドメインのグループを管理しているメール 管理者は 2 つの方法の 1 つによってポータルと開始で
きます: （1）は管理者として新登録 ID、か（2）レジスタを登録します 

門脈 Cisco メール送信およびトラッキング行き、メール送信をクリックし、門脈リンクをトラッ
キングすることに開始し。 （これは CCO ID を必要とします。 CCO ID がない場合、登録し、次
に開始して下さい。）

新登録 ID を登録して下さい

登録 ID はドメインのアプライアンスのグループを識別する固有の識別番号です。●

登録 ID は少なくとも 16 の（16）文字、以上四十八である必要がありません（48） 文字は
および英数字、ハイフン（-）、およびアンダースコアだけ（_含まれている必要があります
）。

●

AsyncOS 10.0 またはそれ以降と Cisco E メール セキュリティ ゲートウェイを使用していれ
ば: ここでは使用するために計画する登録 ID は入力した何を同じである必要がありまかメー
ル送信を設定して間、アプライアンスの門脈登録 ページをトラッキングします。メール送信
およびアプライアンスの門脈登録 ページをトラッキングすることの登録 ID を設定しない場
合、ポータルのメール送信を表示できません。

●

AsyncOS 10.0 前にリリースと Cisco E メール セキュリティ ゲートウェイを使用している場
合、登録をランダム 登録 ID を使用して続け、ポータルのメール送信を表示ことできるため
にドメインを登録して下さい。

●

ポータルの送信をすべてトラッキングできるようにするためにポータルが付いているドメイ
ンを登録して下さい。 > ドメインを登録するドメイン 『Configuration』 をクリック して下
さい。

●

新登録 ID を『register』 をクリック して下さい1.
登録 ID で上記されているように入力して下さい。2.
『register』 をクリック して下さい AsyncOS 10.0 またはそれ以降と Cisco E メール セキュ
リティ ゲートウェイを使用している場合、以下の事項に注意して下さい:ここに入力し、入
力した何を同じであることを確かめる登録 ID の下でかメール送信を設定して間、アプライ

3.

https://email-submission.cisco.com
/content/dam/global/es_mx/assets/serviciospartners/other_files/pdf/Como_obtener_un_CCO_password_de_Cisco_042007_English.pdf


アンスの門脈登録 ページをトラッキングします。
登録 ID ポップアップを確認するために『register』 をクリック して下さい4.
最終的には、登録を終えるためにそれを得られるクリックして下さい。  メール送信に認証
するためにトラッキング ポータル CCO ID にログイン するために再プロンプト表示され。

5.

この時点で、今登録 ID があり、また自動的にアカウントのための管理者であるために。  ビュー
アとして ESTP と」開始する方法を「管理者として」登録するか、または「セクションが終了す
ることを必要としません。  ただし、登録 ID がアクティブだった後、管理者は ESTP によってす
べてのドメイン送信のための送信トラッキングを確認するためにポータルが付いているドメイン
を登録する必要があります。  「参照すればドメインを管理すること」セクションを管理者として
追加します。

注: 登録 ID を変更するために、アカウントを削除し、新しく/正しい登録 ID を使用して再度
登録して下さい。

管理者としてレジスタ

管理者はできます:

送信するによっては ESTP によってスパムが直接抜けていました。  （.eml 書式の種類だけ
現在サポートされます。）

●

すべての送信のためのダッシュボードを表示し、単一 ペインの送信ステータスをトラッキン
グして下さい

●

各送信を、ステータス リストする表示し、表をそれらを基づかせていました時間通りのスタ
ンプ、送信 ID、提出者および他のパラメータをフィルタリングして下さい

●

Download レポート●

登録 ID/Organization と関連付けられるドメインを管理して下さい●

管理者および権限を管理して下さい●

ビューアおよび権限を管理して下さい●

自身のアカウントを削除して下さい●

注: を過ぎ管理者を、持つために必要に応じて、サポート 要求を削除されるを過ぎビューア
アカウント開いて下さい。

既に存在 する 登録 ID がドメインのために既に公認 admin ｅメールアドレスへメールを送信 す
ることによって管理者としてポータルを使用するために選択するかもしれなければ。

管理者として『register』 をクリック して下さい1.
フィールドでアプルーバ Admin eメールアドレスを入力して下さい2.
『register』 をクリック して下さい3.

管理者はメール送信から電子メール通知を「受け取った」Admin 新しい登録要求のためのトラッ
キング ポータル受信し。  管理者は管理者権限を設定 > Admin 登録要求への行き、割り当てをク
リックして承認するか、または否定するために資格情報を使用して ESTP にログインしなければ
なりません。 要求が許可されるか、または否定されれば、要求されたアクセス許可がメール確認
を受け取ることビューア。

およびドメインを管理すること管理者として追加します

ドメイン ユーザからの服従を、かビューア服従ペインの服従を見るために見、どうにかして管理

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case


者のために管理者は ESTP Configuration パネルによってドメインを追加する必要があります。 

注: このステップはドメインが RFC 5321 不平であり、信頼された人々だけ
postmaster@domain メールボックスにアクセスできると仮定します。

postmaster@your_domain.com がどういうわけかない場合、それをされ、使用できるよう
に次に追加しますドメインを確認して下さい。  または、CLI コマンド aliasconfig を使用し
て ESA から、有効な、互い違い eメールアドレスに postmaster@your_domain.com にメー
ルをルーティングするために ESA を設定して下さい。

管理者として、ESTP にログインして下さい1.
設定 > ドメインに行って下さい2.
ドメインを『Add New』 をクリック して下さい3.
フィールドでドメインを入力して下さい4.
[Add] をクリックします。5.
「新しいドメイン 登録確認」のためのメールは postmaster@your_domain.com eメールア
ドレスに送信 されます。  postmaster@your_domain.com メールボックスから、ビューは
ESTP からメールで受け入れられる確認リンクをクリックし。

6.

ドメインが関連する登録 ID/Organization に追加に成功した後、この時間が送信ペインで表示する
ことができた後入る送信（あらゆるドメイン ユーザによって）。  登録 ID/Organization に追加さ
れるドメイン前に送信 された送信は埋め戻されません。

ビューアとして ESTP と開始する方法

ビューアはできます:

すべての送信のためのダッシュボードを表示し、単一 ペインの送信ステータスをトラッキン
グして下さい

●

自身のアカウントを削除して下さい●

ビューアとして登録して下さい

ビューアはこれらの 2 部手順に従うことによって登録できます:

第一部

門脈 Cisco メール送信およびトラッキングに行き、メール送信および門脈リンクをトラッキ
ングすることをクリックして下さい。 （このステップは Cisco アカウントがあるように要
求します。 Cisco アカウントがない場合、登録し、次に開始して下さい。）

1.

ビューアとして『register』 をクリック して下さい2.
[Register] をクリックします。  メール送信に認証するためにトラッキング ポータル CCO ID
にログイン するために再プロンプト表示され。

3.

Part 2

ESTP に再認証し、再記録 したら組織からのメール送信を表示する、その組織の管理者に表記を
「要求を送信 して下さい示されます。 行って下さい要求を送信 する 設定 > Send 要求に」。

> 注意の Send 要求 『Configuration』 をクリック するか、または Configuration パネルによ1.

https://tools.ietf.org/html/rfc5321
https://email-submission.cisco.com
/content/dam/global/es_mx/assets/serviciospartners/other_files/pdf/Como_obtener_un_CCO_password_de_Cisco_042007_English.pdf


ってナビゲート して下さい。
次のいずれかを入力して下さい: ポータルで入力される組織の管理者の Eメールアドレス。
ビューアが追加詳細を探すことを試みていること送信 ID （少なくとも 1 送信 ID）

2.

入力されて、認証要求は対応した 管理者の eメールアドレスに送信 されます。 管理者は「受け
取った」新しいビュー Permissions 要求のためのメールを受信します。  管理者はビューア権限を
設定 > ビューア アクセス許可要求への行き、割り当てをクリックして承認するか、または否定す
るために資格情報を使用して ESTP にログインしなければなりません。 要求が許可されるか、ま
たは否定されれば、要求されたアクセス許可がメール確認を受け取ることビューア。

ビューアは操作カラムで許可で > 組織設定へのナビゲート し、クリックによって組織をいつでも
残すことを選択できます。  同様に、管理者はからの設定 > ビューア 管理へのビュー アカウント
をナビゲート し、一時停止するをクリックして Configuration パネル中断できます。  ビューアは
その組織のビューを取り戻すために上記の同じ許可ステップに再アクセスする必要があります。

ビューアはどのように管理者に似合うまたは逆にことができるか
。

ビューアとして登録し、（または逆に）管理者になりたいと思ったら、次の作業が必要です:

右上隅から、ユーザ名 > Delete をアカウント クリックして下さい1.
要件によっては、述べられる次のいずれかのトピックでステップを実行して下さい: 「管理
者としてポータルと」開始する方法をまたは「ビューアとしてポータルと」開始する方法を

2.

送信ステータス

各送信は Cisco 知性 システムを入力した上で自動的に処理され、評価されます。 分析に基づい
て、システムは送信のための次のいずれかのステータスを設定 します:

Status 定義

名誉棄損となる

右の形式で行われるすべてのオリジナル インターネット ヘッダが、メール ゲートウェイによって挿入されたヘッダ含まれている送信は完全なメッセージ ボデ
ィ名誉棄損となる考慮されます。
名誉棄損となるために判別される送信サンプルは他の顧客からの名誉棄損となるサンプル、グローバル なセンサーからのリアルタイムデータ、人間知性、デバ
イス テレメトリーおよび外部/パートナー データ フィードとともに結合されます。
このすべて重くすること自動化され、E メール セキュリティ デバイスによって消費される IronPort 反スパム（IPAS）検出 コンテンツで使用される数十万のメ
ール 機能へ 10 のためにマシン 学習 システム、テクノロジー、新しい確率を作成するためにこのデータ 24x7 を分析している倍数への供給。

名誉棄損となるしかし不完全

完全なメッセージ ボディ、等診断 X ヘッダのような行方不明の重要なヘッダが含まれている右の形式の添付ファイルとして行われるが、送信は ESA によって
追加しました。 これは使用されたクライアント（例えば展望）が理由で送信をするのに起こる可能性があります。
注： Outlook 別のバージョンはヘッダを時々削除するために確認しました。
抜けた重要なヘッダは分析を妨げ、送信の影響を制限するかもしれません。 ただし、これらの送信はまだ知性 システムに入れられ、可能な限り次数への「名誉
棄損となるに記述されているように」処理されます。

非名誉棄損となる

（リストされているが、に制限されない） 1つ以上の基準が「非名誉棄損となるステータスのためのメッセージ属性および原因」下記の表に満たされる場合、
送信はマークされた非名誉棄損となります。
電子メール メッセージを Cisco に出し再度入る方法の推奨事項に従って下さい。
この状態の送信はこれからの プロセスのために奪取 されません。 

注: 送信サンプルはこれからの プロセスや人間確認が発生すると同時に名誉棄損となるから
の非名誉棄損となるへのより遅い変更、または逆にかもしれないです。

非名誉棄損となるステータスのためのメッセージ属性および原因:

/content/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/117822-qanda-esa-00.html
/content/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/117822-qanda-esa-00.html


メッセージ アトリビュ
ート  非名誉棄損となる

メッセージフォーマット メッセージは RFC-822 MIME によって符号化される接続機構として入りません。
例： メッセージ送信はインライン転送されます

メッセージヘッダー 1つ以上のオリジナル インターネット ヘッダは抜けているまたは不正です。

経過時間/新鮮さ メッセージのオリジナル アプライアンス スキャン日付は IPAS トレーニングで利用
されるには余りにも古い/旧式です。

本文コンテンツ

バウンス通知、自動応答またはユーザ確認のための質問への応答はあります。
メッセージは不正 なまたは NULL 本文コンテンツが含まれています。

●

内部 会社 phishing トレーニング演習。●

スパム コンテンツを論議する正当 な メッセージ。●

例： セキュリティ情報および通知。

関連情報

シスコへの電子メール メッセージの送信方法●

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス-製品サポート●

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス-リリース ノート●

Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/117822-qanda-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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