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概要

ハードウェア（HW）ライフ サイクルの間に、顧客はより新しい HW と取替えられる以降である
より古いモデル アプライアンスを持つかもしれません。  AsyncOS バージョン アップデートとし
て、サポート対象バージョンは End-of-Life（サポート終了） （EoL）およびサポート終了
（EoS）ステータスに達します。  EoL/EoS および HW ライフ サイクルが AsyncOS のバージョ
ンを一致するために AsyncOS のバージョンがより新しい HW で提供された、インストールした
アップグレードすることができないポイントに達する時間があります。 （すなわち、Cisco E メ
ール セキュリティ Cx70 > Cisco E メール セキュリティ Cx95。）

この資料はより古い HW から新しい HW に既存の設定を移行するためにバージョン間のギャップ
を埋め合わせるように管理者オプションを提供したものです。

概要



前提条件

Cisco 販売終了とサポート終了製品 ページを検討して下さい1.
HW および新しい HW の存在両方で動作する AsyncOS のバージョンを判別して下さい:
Cx70 （または他の HW モデル） [これは既存の本番 ESA です。]Cx95 （または他の HW モ
デル） [これは本番 ESA を取り替える ESA です。] 実行します。 CLI は、コマンド バージ
ョンを実行しますUI、監視するべき移動 > システム 情報

2.

Cisco E メール セキュリティ アプライアンスのためのクラスタ処理の基本的な知識3.
HW を存在 するかどうか既にあっているクラスタに確認しました CLI は、コマンド
clusterconfig を実行しますUI、監視するべき移動 > 参照すれば「モード–クラスタ:
cluster_name は」クラスタ化された設定で、アプライアンス動作しています

4.

ダウンロード Cisco E メール セキュリティ仮想アプライアンス（vESA）: Cx70 サポート対
象バージョンを一致するため、ダウンロード 11.0.0-274:
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/11.0.0

5.

2 つのメソッドの 1 つによって vESA のためのライセンスを得て下さい: ライセンス マネー
ジャからの 45 日臨時雇用者キーライセンス マネージャからの HW を存在 するための要求
XML

6.

最新の AsyncOS へのアップグレードより古い HW （Cx70）

この資料は取り替えられている基礎アプライアンスとして Cx70 を使用します。  すべての Cx70
モデルに AsyncOS 11.0.x で EoS があります。  AsyncOS 修正間のギャップを埋め合わせるため
に、既存の設定を vESA に移行し、次に新しいアプライアンスに設定を同期するのにその vESA
を利用する必要があります。

既存の設定を新しいハードウェアに移行するために、AsyncOS 最新の General Deployment
（GD）にアプライアンスまたはアプライアンスのためのメンテナンス配備（MD）リリースをア
ップグレードして下さい。

 

/content/en/us/products/hw/tsd_products_support_end-of-sale_and_end-of-life_products_list.html
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/11.0.0
/content/en/us/products/collateral/security/email-security-appliance/eos-eol-notice-c51-730832.html


Cx70/HW を 11.0.3-238 に存在 することをアップグレードして下さい（MD）

Cisco E メール セキュリティ アプライアンスの AsyncOS 11.0 に関するリリース ノートから、E
メール セキュリティ アプライアンスをアップグレードする次の手順を使用して下さい:

アプライアンスの XML コンフィギュレーション ファイルを保存して下さい。1.
Safelist/Blocklist 機能を使用している場合、アプライアンスを離れて Safelist/Blocklist デー
タベースをエクスポートして下さい。

2.

すべてのリスナーを一時停止します。3.
キューが空になるまで待ちます。4.
システム 管理タブから、システム アップグレードを選択して下さい5.
利用可能のアップグレードします AsyncOS 利用可能なアップグレード バージョンのリスト
とのページ更新をクリックして下さい。

6.

開始 Upgrade ボタンをクリックすればアップグレードは開始されます。 現われるように質
問に答えて下さい。 アップグレードが完了するとき、アプライアンスをリブートするため
に再度ブートする Now ボタンをクリックして下さい。

7.

すべてのリスナーを再開して下さい。8.
後再度ブートするは、AsyncOS 実行のバージョンを検証します:

CLI は、コマンド バージョンを実行します●

UI、監視するべき移動 > システム 情報●

注: クラスタ設定で既に動作する複数のアプライアンスがあれば次のセクション スキップできま
す。

クラスタを作成して下さい（Cx70/HW の存在で）

クラスタを作成することは既存の設定を共有することを可能にします。  クラスタを使用して中央
集中型管理の情報に関してはユーザガイドを参照して下さい。  clusterconfig を > 作成します次と
同じような新しい cluster コマンドを使用して下さい:

C170.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> migration.local

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C170.local?

1. 10.10.10.56 port 22 (SSH on interface Management)

2. Enter an IP address manually

[]> 1

Other machines will communicate with Machine C170.local using IP address 10.10.10.56 port 22.

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/esa/esa11-0/ESA_11-0-3_Release_Notes.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_12_0_chapter_0101000.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_12_0_chapter_0101000.html


You can change this by using the COMMUNICATION subcommand of the clusterconfig command.

New cluster committed: Sat Jun 08 07:47:59 2019 GMT

Creating a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster migration.local)

新しい HW （Cx95）にブリッジ設定に利用する方法 vESA を

この資料は取り替えられている基礎アプライアンスとして Cx70 を使用します。  すべての Cx70
モデルに AsyncOS 11.0.x で EoS があります。  AsyncOS 修正間のギャップを埋め合わせるため
に、既存の設定を vESA に移行し、次に新しいアプライアンスに設定を同期するのにその vESA
を利用する必要があります。

vESA を展開して下さい

前提条件から、vESA イメージをダウンロードし、Cisco コンテンツ セキュリティ仮想アプライ
アンス インストール ガイドごとに展開して下さい。

注: インストール ガイドは DHCP （interfaceconfig）に関する情報を提供し、バーチャル ホスト
およびまたバーチャル アプライアンス ライセンス ファイルをロードすることのデフォルト ゲー
トウェイを（setgateway）設定 しました。  指示されるように展開されて読んだことを確かめれ
ば。

Cx70 を一致するために vESA をアップグレードして下さい

vESA が展開されたら、AsyncOS 実行のバージョンを検証して下さい:

CLI は、コマンド バージョンを実行します●

UI、監視するべき移動 > システム 情報●

11.0.3-238 に Cx70 のための AsyncOS のバージョンをアップグレードしたので、また同じを実
行する vESA がある必要がありま E メール セキュリティ用の AsyncOS のバージョンと一致しま
す。 （すなわち、11.0.3-238: 11.0.3-238、ない 11.0.0-274: 11.0.3-238。）

システム 管理タブから、システム アップグレードを選択して下さい1.
利用可能のアップグレードします AsyncOS 利用可能なアップグレード バージョンのリスト
とのページ更新をクリックして下さい。

2.

開始 Upgrade ボタンをクリックすればアップグレードは開始されます。 現われるように質
問に答えて下さい。 アップグレードが完了するとき、アプライアンスをリブートするため

3.

/content/en/us/products/hw/tsd_products_support_end-of-sale_and_end-of-life_products_list.html
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf


に再度ブートする Now ボタンをクリックして下さい。
後再度ブートするは、AsyncOS 実行のバージョンを検証します:

CLI は、コマンド バージョンを実行します●

UI、監視するべき移動 > システム 情報

ESA クラスタに vESA に加入して下さい

vESA の CLI から、clusterconfig を > 加入します次と同じようなクラスタに vESA を追加する存
在に…実行して下さい:

vESA.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 3

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to

the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig -> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig settings)

Exception:Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from the

cluster.  These settings on this machine will remain intact.

Do you want to enable the Cluster Communication Service on ironport.example.com? [N]> n

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 10.10.10.56

Enter the remote port to connect to.  This must be the normal admin ssh port, not the CCS port.

[22]>

Would you like to join this appliance to a cluster using pre-shared keys? Use this option if you

have enabled two-factor authentication on the appliance. [Y]> n

Enter the name of an administrator present on the remote machine

[admin]>

Enter passphrase:

Please verify the SSH host key for 10.10.10.56:

Public host key fingerprint: 80:22:44:aa:cc:55:ff:ff:11:66:77:ee:66:77:77:aa

Is this a valid key for this host? [Y]> y

Joining cluster group Main_Group.

Joining a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.



- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster migration.local)>

現時点で vESA に今既存の Cx70/HW が実行している同じ 設定があります。

同期化を検証し、既存の vESA と Cx95 間に不整合があるかどうか確認するために clustercheck
コマンドを実行して下さい。  （詳細については「クラスタ不整合」を参照して下さい。）

注: vESA はメールを処理していません。  ちょうど安心するために、vESA を DNS レコードに追
加 MX として追加するか、または ESA にあらゆるロード バランシング プール外部で含まなけれ
ばならなかろう。 

ESA クラスタから vESA を取除いて下さい

vESA の CLI から、clusterconfig を実行し、クラスタから removemachine オペレーションを使用
してアプライアンスを取除いて下さい:

(Cluster migration.local)> clusterconfig

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]> removemachine

Choose the machine to remove from the cluster.

1. C170.local (group Main_Group)

2. vESA.local (group Main_Group)

[1]> 2

Warning:

- You are removing the machine you are currently connected to, and you will no longer be able to

access the cluster.

- This change will happen immediately without a commit.

Are you sure you want to continue? [N]> y

Please wait, this operation may take a minute...

Machine vESA.local removed from the cluster.

12.5.x に vESA および Cx95 をアップグレードして下さい



設定 移行のこの時に、新しい HW/Cx95 の修正を一致するために vESA をアップグレードする必
要があります。  この資料は Cx70 を取り替えているアプライアンスとして Cx95 を使用している
ことを仮定します。 

AsyncOS 11.5.x を実行する Cx95 HW は提供された。  Cisco は 11.5.x から 12.5.x へアップグレ
ードすることを推奨します。

vESA は同じを実行する必要がありま E メール セキュリティ用の AsyncOS のバージョンと一致
します。 （すなわち、12.5.0-059: 12.5.0-059、ない 11.0.3-238: 12.5.0-059。）

アップグレードする前に、vESA で設定 する ダイナミック ホストを変更する必要があります。 
これが必要なぜのであるか[説明: vESA は Cx70 クラスタに加入されたときに、HW アップデータ
（アップデートmanifests.ironport.com 443）のためのクラスタ構成を仮定しました。   現時点で
、vESA をアップグレードするために、それは。VM アップデータに塗り直される必要があります
]。

これを、次動作する CLI から完了するため:

updateconfig1.
dynamichost （*This は updateconfig のこの時点でだけ非表示 コマンドです）2.
次で入力して下さい: update-manifests.sco.cisco.com 4433.
主要な CLI プロンプトに戻る 1 回を『Enter』 を押して下さい4.
コンフィギュレーション変更を保存するために託します実行して下さい。5.

vESA および Cx95 をアップグレードするため:

システム 管理タブから、システム アップグレードを選択して下さい1.
利用可能のアップグレードします AsyncOS 利用可能なアップグレード バージョンのリスト
とのページ更新をクリックして下さい。

2.

開始 Upgrade ボタンをクリックすればアップグレードは開始されます。 現われるように質
問に答えて下さい。 アップグレードが完了するとき、アプライアンスをリブートするため
に再度ブートする Now ボタンをクリックして下さい。

3.

後再度ブートするは、AsyncOS 実行のバージョンを検証します:

CLI は、コマンド バージョンを実行します●

UI、監視するべき移動 > システム 情報●

新しい HW/Cx95 に設定 移行を完了して下さい

この資料に関しては、新しい HW （すなわち、Cx95）の既に基本的なネットワーク構成受け取っ
て、悩まされ、動力を与えられ、完了されたことが仮定されます。  Cx95 のさらに詳しい詳細に
ついては、CiscoEmail セキュリティ アプライアンス C195、C395、C695 および C695F 使用す
る前にをガイド参照して下さい。

新しいクラスタを作成して下さい（vESA で）

同じクラスタ名を再使用したい場合 Cx70 クラスタからの同じクラスタ名を使用して作成して下
さい。  または、新しいクラスタ名で新しいクラスタを作成して下さい。  これは vESA の先にか
らのステップのリピート、ちょうど今です:

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/content_security/hardware/x95_series/Cx95_GSG.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/content_security/hardware/x95_series/Cx95_GSG.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/content_security/hardware/x95_series/Cx95_GSG.pdf


vESA.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> newcluster.local

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C170.local?

1. 10.10.10.58 port 22 (SSH on interface Management)

2. Enter an IP address manually

[]> 1

Other machines will communicate with Machine C195.local using IP address 10.10.10.58 port 22.

You can change this by using the COMMUNICATION subcommand of the clusterconfig command.

New cluster committed: Sat Jun 08 11:45:33 2019 GMT

Creating a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster newcluster.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster newcluster.local)>

ESA クラスタに Cx95 に加入して下さい

Cx95 の CLI から、clusterconfig を > 加入します次と同じような vESA で設定される新しいクラ
スタに Cx95 を追加する exisiting に…実行して下さい:

C195.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 3

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to



the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig -> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig settings)

Exception:Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from the

cluster.  These settings on this machine will remain intact.

Do you want to enable the Cluster Communication Service on ironport.example.com? [N]> n

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 10.10.10.58

Enter the remote port to connect to.  This must be the normal admin ssh port, not the CCS port.

[22]>

Would you like to join this appliance to a cluster using pre-shared keys? Use this option if you

have enabled two-factor authentication on the appliance. [Y]> n

Enter the name of an administrator present on the remote machine

[admin]>

Enter passphrase:

Please verify the SSH host key for 10.10.10.56:

Public host key fingerprint: 80:11:33:aa:bb:44:ee:ee:22:77:88:ff:77:88:88:bb

Is this a valid key for this host? [Y]> y

Joining cluster group Main_Group.

Joining a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster newcluster.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster newcluster.local)>

クラスタに追加 Cx95 に加入するためにプロセスを繰り返して下さい。 

現時点で Cx95 に今既存の Cx70/HW および vESA が実行している同じ 設定があります。

同期化を検証し、既存の vESA と Cx95 間に不整合があるかどうか確認するために clustercheck
コマンドを実行して下さい。  （詳細については「クラスタ不整合」を参照して下さい。）

vESA のための Part 2 からのステップに類似した、HW アップデータを指すために updateconfig
を設定 する必要があります。  これを、次動作する CLI から完了するため:

updateconfig1.
dynamichost （*This は updateconfig のこの時点でだけ非表示 コマンドです）2.
次で入力して下さい: update-manifests.ironport.com 4433.



主要な CLI プロンプトに戻る 1 回を『Enter』 を押して下さい4.
コンフィギュレーション変更を保存するために託します実行して下さい。5.

ポスト移行クリーンアップおよびオプション

Cx70 > Cx95

現時点で、Cx70 アプライアンスの電源を切ることおよび Cx95 へ既存の IP アドレスおよび関連
するホスト名を移行するためのデシジョンを作る必要があります。  このプロセスの間に検討する
べき項目は次のとおりです:

UI: ネットワーク > IP インターフェイス[アクティブである各インターフェイスを通したステ
ップ、および各インターフェイスに割り当てられる関連するホスト名]

●

CLI： setgatewaysethostname●

Cx00V

またバーチャル ESA を続行する方法を決定したいです。  これを clusterconfig > removemachine
の実行によって既存のクラスタから取除き、クラスタから取除くためにバーチャル アプライアン
スの数を選択するため:

(Cluster newcluster.local)> clusterconfig

Cluster cluster

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]> removemachine

Choose the machine to remove from the cluster.

1. vESA.local (group Main_Group)

2. C195.local (group Main_Group)

[1]> 1

Warning:

- This is the last machine in the cluster.  Removing it from the cluster will destroy the

cluster.

- This change will happen immediately without a commit.

Are you sure you want to continue? [N]> y

Please wait, this operation may take a minute...

Machine vESA.local removed from the cluster.

バーチャル アプライアンスの後移行 使用のための概念:



ラボまたはテスト アプライアンスを使用しました●

運用環境のために配備前に AsyncOS のデモ将来のバージョン/リリースに使用される●

冗長性または将来の拡大のための予備 ESA●

vESA のための認可

デモ ライセンスを作成して下さい

Cisco ライセンス登録ポータル（LRP）に行って下さい: cisco.com/go/license1.
Cisco アカウント ID のログイン2.
ライセンスをクリックして下さい3.
ドロップダウン得ライセンスから選択して下さいデモおよび評価を…4.
ポップアップから、製品グループを選択して下さい: セキュリティ製品および製品: Cisco メ
ール/Web/内容セキュリティ バーチャル デモ ライセンス

5.

次のいずれかにそれから製品を選択します:6.

ESA バーチャル アプライアンス 45 日デモ ライセンス●

WSA バーチャル アプライアンス 45 日デモ ライセンス●

SMA バーチャル アプライアンス 45 日デモ ライセンス●

[Next] をクリックします。7.
SN/仮想デバイス装置識別名に関しては、存在、十分に認可されたアプライアンス、または
許可ブランクのシリアルで入り、『Next』 をクリック することができます。

8.

最終的には、送信をに、エンドユーザ フィールド検討して下さい; クリックして下さい。 追
加受信者が含まれるため

9.

デモ ライセンス要求を完了するために『SUBMIT』 をクリック して下さい10.
デモ ライセンスがその eメールアドレスに送信 されるので、より早いステップから入力さ
れるように eメールアドレスをチェックして下さい

11.

注: バーチャル ライセンス ファイルは XML 形式で規定 したように送信 され、eメールアドレス
への 3 時間以内に受け取られます。

既存のライセンスを共有して下さい

Cisco ライセンス登録ポータル（LRP）に行って下さい: cisco.com/go/license1.
Cisco アカウント ID のログイン2.
ライセンスをクリックして下さい3.
ドロップダウン移動ライセンスから選択して下さい共有ライセンスを…4.
得アクティベーションコード オプションを選択して下さい5.
ポップアップ ウィンドウが表示されます。 選択して下さい IronPort 製品- SW バンドル（既
存のソフトウェア バンドルがあれば）または IronPort 製品- （個々の製品があれば） TC

6.

[Source Serial Number/Virtual Device Identifier] フィールドに、既存の ESA/WSA/SMA シリ
アル番号を入力します。 複数の ESA、WSAs、または SMA があったら、バーチャル アプ
ライアンスで有効に なりたいと思う同じライセンスがある 1 つを選択して下さい

7.

選定された宛先 アプライアンス Type オプションに関しては、バーチャル ボタンを選択し
て下さい

8.

ターゲット シリアル番号/仮想デバイス Identifier フィールド ブランクを残して下さい9.
Send To フィールドでは、アクティベーションコードが送る必要がある eメールアドレス
を入力して下さい

10.

http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/go/license


ライセンス要求によって以前に歩む場合、必要に応じて VLN の存在で選択します示すこと
ができます

11.

要求コードをクリックして下さい12.
アクティベーションコードを受け取ったら、ステップ #3 および #4 を繰り返して下さい
（上記リストに記載されている）。 ステップ #5 に達したら、使用 アクティベーションコ
ード オプションを選択して下さい

13.

提供されたアクティベーションコードに貼り付け、『Next』 をクリック して下さい14.
Cisco バーチャル ESA/virtual WSA/virtual SMA ライセンスで組み込む必要がある Cisco
ESA/WSA ソフトウェア SKUs を選択して下さい。 [Next] をクリックします。

15.

ライセンスが送信 する必要がある eメールアドレスを入力して下さい16.
最終的には、取りますライセンスをクリックして下さい17.

注: バーチャル ライセンス ファイルは XML 形式で規定 したように送信 され、eメールアドレス
への 3 時間以内に受け取られます。

修飾されたアップグレード パス
11.0.3-238 （リリース ノート） 11.5.0-066 （リリース ノート） 12.5.0-059 （リリース ノート）
Cx90 のための AsyncOS の EoS バ
ージョン

Cx95 のために提供された製造バー
ジョン

Cx80/Cx90/Cx95 のための推奨され
る GA リリース

phoebe-11-0-1-027 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-1-301 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-1-602 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-037 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-038 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-044 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-9-1-2-053 - > phoebe-11-0-
3-238
phoebe-9-7-2-145 - > phoebe-11-0-
3-238
phoebe-9-8-1-015 - > phoebe-11-0-
3-238

アップグレード パスは x95 プラッ
トフォームのための製造リリース利
用できるこれは。

phoebe-11-0-1-027 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-2-044 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-3-238 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-3-242 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-1-1-042 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-1-2-023 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-5-0-058 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-5-0-077 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-12-0-0-419 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-12-1-0-089 - > phoebe-12-
5-0-059

クラスタ不整合

AsyncOS 12.x へのアップグレードした後で、アプライアンスがクラスタ モードにあれば DLP が
設定されれば CLI を使用して clustercheck コマンドを実行するのを、DLP 設定の不整合は時見ら
れ。

この不整合を解決するために、クラスタで他のマシンの何れかの DLP 設定を使用するために全体
のクラスタを強制して下さい。 どのようにか」。この不整合を解決したいと思うか次のプロンプ
トを「使用して下さい clustercheck で次の例に示すように命じて下さい:

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/esa/esa11-0/ESA_11-0-3_Release_Notes.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/esa/esa11-5/ESA_11-5_Release_Notes.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/esa/esa12-5/ESA_12-5_Release_Notes.pdf


(Cluster)> clustercheck

Checking DLP settings...

Inconsistency found!

DLP settings at Cluster test:

mail1.example.com was updated Wed Jan 04 05:52:57 2017 GMT by 'admin' on mail2.example.com

mail2.example.com was updated Wed Jan 04 05:52:57 2017 GMT by 'admin' on mail2.example.com How

do you want to resolve this inconsistency?

1. Force the entire cluster to use the mail1.example.com version.

2. Force the entire cluster to use the mail2.example.com version.

3. Ignore.

[3]>

ESA で動作している AsyncOS のバージョンに関するリリース ノートを読むことを確かめて下さ
い。

追加参照: ESA クラスタの要件とセットアップ

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/docs/security/email-security-appliance/200885-ESA-Cluster-Requirements-and-Setup.html
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