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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）および検索および確認のためのクラ
ウド E メール セキュリティ（CES）のメールをアーカイブするために続かれるべきステップを記
述したものです。

背景説明

ESA および CES のメールをアーカイブするとき、正規必要条件を満たすか、またはそれ以上の
メール 診断および確認にデータの追加手段（方法）を提供するのに使用することができます。 ア
ーカイブはそれの mbox ログ形式のメールのセカンダリ ストレージとして機能しますです管理者
における根本資料取得し、検証するために E-メールを送ります。

メールのアーカイブを有効に することにする場合デフォルト値に設定を保存することを推奨
します。 デフォルト値は保たれるログおよび 10 ログ最大ごとの 10MB です。 ログはログフ
ァイルのサイズ自体に基づいて追加され、転送され続けます。 アーカイブ mbox ログファイ
ルはアプライアンスをしかし渡すメール トラフィックの比率に基づいていました一杯になり
ます。 より多くのログが作成されると同時に、より古いアーカイブ mbox ログは新しいログ
の作成のための空き容量に取除かれます。

●

保たれるアーカイブ mbox ログファイルのサイズおよび最大ログファイルを高める前にデバ
イスが十分なディスクスペースを備えていることを確認して下さい。

●

アーカイブ mbox ログを生成から停止するために、ポリシーごとのアーカイブ 機能を無効に
しなければなりません。

●

注: ESA および CES アーカイブ mbox ログは SMA によって取得することができないし、
有効に なる 機能との各 ESA および CES ごとにローカルで保存されます。



ESA および CES のメールをアーカイブする方法か。

メール アーカイブは反スパム、Advanced Malware Protection アンチウィルス、Graymail および
メッセージ フィルターと利用可能です。 アーカイブ操作は反スパム、アンチウィルス、
Advanced Malware Protection および Graymail のための GUI および CLI で設定することができま
す。

アーカイブ操作はメッセージ フィルター用のだけ CLI で設定することができます。

設定反スパム アーカイブ

へのナビゲート GUI > Mail ポリシー > 着信/発信 Mail ポリシー。1.
メール アーカイブを設定するためにそれぞれポリシーの反スパム設定をクリックして下さ
い。

2.

肯定的に識別されたスパム設定の利用可能 な設定で、疑われたスパム設定『Advanced』 を
クリック して下さい。

3.

それぞれ反スパム評決のメールをアーカイブするために YES の隣で Radio ボタンを押して
下さい。

4.

Submitthe 設定はイメージに示すように、これらの変更を保存し。5.

設定 アンチウィルス アーカイブ

へのナビゲート GUI > Mail ポリシー > 着信/発信 Mail ポリシー。1.
メール アーカイブを設定するためにそれぞれポリシーのアンチウィルス設定をクリックし
て下さい。

2.

スキャンのそれぞれで元のメッセージをアーカイブしたい評決は orderto アーカイブの YES
の隣で Radio ボタンを押します。

3.

Submitthe 設定はイメージに示すように、これらの変更を保存し。4.



設定 Advanced Malware Protection アーカイブ

へのナビゲート GUI > Mail ポリシー > 着信/発信 Mail ポリシー。1.
メール アーカイブを設定するためにそれぞれポリシーの高度 Malware Protectionsettings を
クリックして下さい。

2.

スキャンのそれぞれで元のメッセージをアーカイブするために希望する評決は YES の隣で
アーカイブするために Radio ボタンを押します。

3.

Submitthe 設定はイメージに示すように、これらの変更を保存し。4.

設定 Graymail アーカイブ

へのナビゲート GUI > Mail ポリシー > 着信/発信 Mail ポリシー。1.
メール アーカイブを設定するためにそれぞれポリシーの Graymail 設定をクリックして下さ
い。

2.

Advancedon をマーケティングの利用可能 な設定、会合、バルク クリックして下さい。3.
Graymail それぞれ評決のメールをアーカイブするために YES の隣で Radio ボタンを押して
下さい。

4.

設定を入れ、これらの変更を保存して下さい。5.



メッセージ フィルター アーカイブを設定して下さい

注: アーカイブ操作を用いるメッセージ フィルターがアーカイブ ログを調べるために必要
となります。 メッセージ フィルターは CLI の内でしか作成することができません。

サンプル フィルタ:

Test_Archive:

if (mail-from == "test1@cisco.com")

{

archive("Test");

}

CLI のデバイスへのログイン。1.
提供されるサンプル フィルタに見られるようにメッセージ フィルターを作成して下さい。2.
このフィルタを入れ、変更を保存して下さい。3.

アーカイブ Mbox ログ可用性を検証して下さい

アーカイブのための設定がそれぞれサービスのためにコミットされるとき、アーカイブされたメ
ールは mbox 形式 ログファイルで保存されます。 、ナビゲート アーカイブ ログが検索に利用で
きるかどうかに確認するため GUI > システム 管理 > ログ サブスクリプション。

セキュリティ サービス アーカイブはイメージに示すようにアーカイブ ログ型で別途のログを作
成します: 



メッセージ フィルターに関してはアーカイブ 設定は CLI からだけ表示されます:

フィルター > logconfig●

Mbox ログを取得して下さい

スタンドアロン アプライアンスの場合これらの mbox ログは GUI から直接取得することができ
ます。 theGUI > システム 管理 > ログ Subscriptionsand へのナビゲートは取得するそれぞれアー
カイブ ログのためのログファイルをクリックします。

クラスタ化されたアプライアンスの場合、mbox ログは FTP/Secure コピー（SCP）の使用と
thisarticle に記述されているように取得することができます。
（https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-
esa-00....)

関連情報

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●

UNIX mbox（メールボックス）形式とは何ですか。●

ところ Cisco E メール セキュリティ アプライアンス、そしてそれらにアクセスするかどのよ
うに（ESA）で保存されるログがある

●

アーカイブ mbox からメールを得る方法記録 します●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/117912-qa-cdc-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/212705-how-to-extract-an-email-from-archive-mbo.html 


テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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