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はじめに
推奨されるリソース
よく寄せられる質問（FAQ）
ハードウェア アプライアンス（例えば C190、M690）を取り替えるとき、どのように選択するた
めにどのバーチャル モデルを知っていますか。
いつバーチャル ESA/SMA に展開するおよび/または移行する必要がありますか。
どのようにバーチャル ESA/SMA のためのライセンスを得、インストールしますか。
何デバイスをバーチャル ESA/SMA ライセンスを使用して配置できますか。
バーチャル ESA/SMA はスマートな認可をサポートしますか。
どのようにレガシー ハードウェア デバイスから新しいバーチャル ESA に移行を計画しますか。
どのようにバーチャル ESA/SMA を使用しています正しいアップデート サーバを確認しますか。
どのように 1 ESA/SMA からコンフィギュレーション ファイルをエクスポートし、別のものにイ
ンポートしますか。
どのように部分的な設定をロードしますか。

概要

この資料はバーチャル E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）およびバーチャル セキュ
リティ管理 アプライアンス（SMA）デバイスの配備、移行および設定に関する FAQ に対する回
答を提供したものです。 

デニス McCabe ジュニアおよび Vibhor Amrodia によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

推奨されるリソース

Cisco はバーチャル ESA/SMA の配備、設定および移行の前にこれらのリソースと精通させてい
ますあなた自身を推奨します。

バーチャル ESA、バーチャル WSA、またはバーチャル SMA ライセンスのための最良の方法●

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●

ESA ユーザ ガイド（設定およびインストール セクション）●

SMA ユーザ ガイド（設定およびインストール セクション）●

バーチャル ESA ソフトウェアダウンロード●

バーチャル SMA ソフトウェアダウンロード●

FAQ

ハードウェア アプライアンス（例えば C190、M690）を取り替えるとき、選択す
るためにどのバーチャル モデルを知る方法

一般に、同じ数から開始するバーチャル モデルとハードウェア モデルを置き換えたいと思います

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.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/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/content-security-management-appliance/products-user-guide-list.html
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/13.0.0
https://software.cisco.com/download/home/286283259/type/286283388/release/13.0.0


。 一例として、a.c. 100V か M600V の M690 と a.c.190 を取り替えることができます。 サイズ
変更に関する詳細は ESA とここに SMA のためにここに見つけることができます。 確かでない時
は、Cisco アカウント チームに連絡すれば再販売業者およびそれらは追加サイズ変更推奨事項を
提供できます。 データを使用している（移行される必要がある例えば PVO 検疫）場合、モデル
選択の間に必要なディスク領域を考慮に入れることもまた必要です。 

いつバーチャル ESA/SMA に展開するおよび/または移行する必要がありますか。

バーチャル ESA/SMA をいつでも展開でき、負荷分散または中央集中型 SMA データをバックア
ップするための追加デバイスを必要とする場合それは推奨されます。 ただしハードウェア アプラ
イアンスが行く End-of-Life（サポート終了） （EoL）またはサポート終了（EoS）である場合、
バーチャル ESA/SMA に移動することは非常に有利、重要です。 

下記のように ESA および SMA のための EoL/EoS 表記を見つけることができます:

ESA のための EoL/EoS●

SMA のための EoL/EoS●

またこのリリース セクションのためのサポートされた ハードウェアのそれぞれバージョン リリ
ース ノートのサポートされた ハードウェアを確認できます:

ESA リリース ノート●

SMA リリース ノート●

バーチャル ESA/SMA のためのライセンスを得、インストールする方法

既存のハードウェア ライセンスがあればそれぞれ ESA や SMA のためにバーチャルに認可します
資格を与えられます。 次の技術情報のステップを使用してバーチャル ライセンス ファイルを得
ることができます:

バーチャル ESA、バーチャル WSA、またはバーチャル SMA ライセンスのための最良の方法●

インストールするとき「不正 なライセンス」エラーに出会えばバーチャル ライセンスは、次のト
ラブルシューティングに関する文書を検討します:

「バーチャルでライセンス ファイルをインストールすることを試みる場合の不正 なライセン
ス」エラー

●

何デバイスをバーチャル ESA/SMA ライセンスを使用して配置できますか。

好むと多数を回すことができます。 特定の物理的 な アプライアンスに結ばれるハードウェア ラ
イセンスとは違って、バーチャル ライセンスは配置する仮想デバイスのいくつものために使用さ
れ、再使用することができます。 

バーチャル ESA/SMA はスマートな認可をサポートしますか。

スマートな認可はサポートされます。 参照どのようにに関するバーチャル ESA/SMA のスマート
な認可を有効に しようとできるか詳細についてはこの資料をできます: 

Cisco メールおよび Web セキュリティ（ESA、WSA、SMA）用のスマートな認可概要およ
び最良の方法

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/security/content-security-management-appliance/datasheet_C78-721194.html#Productspecifications
/content/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/datasheet-c78-742868.html#CiscoEmailSecurityspecifications
/content/en/us/products/security/email-security-appliance/eos-eol-notice-listing.html
/content/en/us/products/security/content-security-management-appliance/eos-eol-notice-listing.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/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214578-malformed-license-error-when-trying-to.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214578-malformed-license-error-when-trying-to.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214614-smart-licensing-overview-and-best-practi.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214614-smart-licensing-overview-and-best-practi.html


注: スマートな認可を有効に した後、明示しますフェッチ失敗を「ダイナミックを受け取る
かもしれません: 明らかなサーバ」バーチャル ESA/SMA デバイスのエラーと認証されなく
て。 これは既知の問題で、ここに文書化されています: Field Notice： FN - 70490

レガシー ハードウェア デバイスから新しいバーチャル ESA に移行を計画する方法

ステップのプロセスおよび外観はからの仮想デバイスに設定の移行のですこの技術情報の文書化
されていますステップに類似した含んでいましたレガシー ESA デバイス計画に:

新しい HW モデル（Cx95）に移行しますより古い HW モデル（Cx70）から設定を●

技術情報が x70 EoL ハードウェア デバイスからのより新しいサポートされた x95 への移行のた
め主にである間、新しい HW （Cx95）セクションへのブリッジ設定への vESA を利用すること
は新しいバーチャル ESA を展開することおよび既存のクラスタに加入することに使用することが
できます。 既存のクラスタおよび新しいバーチャル ESA に加入されて現在のコンフィギュレー
ションのコピーを持っています、それからできますすべてを現状のまま保存したいかどうかまた
は決定それからレガシー ハードウェアの退役を続行したいと思えば。 後者がクラスタから、それ
からレガシー ハードウェアを取除くことができれば。

バーチャル ESA/SMA を使用しています正しいアップデート サーバを確認する方
法

更新（例えば反スパム、アンチウィルス、等）を取出すときハードウェアおよび仮想デバイスは
異なる dynamichost サーバを利用します。 

CLI で updateconfig の下で現在のコンフィギュレーションを検討するのに dynamichost サブコマ
ンドを使用できます。 それが非表示 コマンドであることに注目して下さい。

esa.lab.local> updateconfig

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Edit update configuration.

- VALIDATE_CERTIFICATES - Validate update server certificates

- TRUSTED_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates

[]> dynamichost

Enter new manifest hostname:port

[update-manifests.sco.cisco.com:443]>

ハードウェアおよびバーチャル モデルは次の dynamichost サーバをそれぞれ使用します:

明らかなハードウェア: アップデートmanifests.ironport.com:443
バーチャル明示して下さい: アップデートmanifests.sco.cisco.com:443

バーチャル ESA が更新をダウンロードできなければ場合正しく設定されますすべてを確認するた
めに下記の技術情報のステップに従うことができます:

vESA は更新をダウンロードし、加えられません●

ESA AsyncOS アップグレードはプロシージャを解決し、●

注: バーチャル アプライアンス（例えば x100V、x300V、x600V）はアップデート
manifests.sco.cisco.com:443 のダイナミック ホストしか URL 使用しない必要があります。
ハードウェアおよびバーチャル アプライアンス両方とのクラスタ設定がある場合、
updateconfig はマシン レベルで設定され、次に dynamichost がそれに応じて設定 されるこ

/content/en/us/support/docs/field-notices/704/fn70490.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html#anc6
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html#anc6
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html#anc6
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118065-maintainandoperate-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118547-technote-esa-00.html


とを確認する必要があります。

1 ESA/SMA からコンフィギュレーション ファイルをエクスポートし、別のものに
インポートする方法

次の技術情報はコンフィギュレーション ファイルをエクスポートし、インポートするために参照
することができます:

置換 ESA で ESA 設定をロードしか、または移行する方法●

保存し、エクスポートしますコンフィギュレーションの設定（ESA ユーザガイド）を●

保存し、インポートしますコンフィギュレーションの設定（SMA ユーザガイド）を●

注: 覆われたパスフレーズとエクスポートされるコンフィギュレーション ファイルはロード
することができません。 その代り、それらは平野または暗号化 パスフレーズを使用してオ
プション エクスポートする必要があります。

部分的な設定をロードする方法

、または異なるモデル型の間でハードウェア アプライアンスからバーチャル ESA/SMA に移行す
るとき、それは 1 から設定および別のものに修正なしでインポートを単にエクスポートできない
ことよくあります。 これはインターフェイス、AsyncOS バージョン、先祖などの異なるディス
ク サイズ変更、数が原因です 

これが起こる場合、助けるために Cisco TAC に連絡できますまたは下記のようにステップを使用
して設定の部分的な部分をロードすることを試みることができます:

ESA に部分的な設定をインポートする方法か。●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214131-how-to-load-or-migrate-esa-configuration.html
/content/en/us/td/docs/security/ces/user_guide/esa_user_guide_13-0/b_ESA_Admin_Guide_ces_13-0/b_ESA_Admin_Guide_ces_12_0_chapter_0100010.html#con_1445305
/content/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma13-0/user_guide/b_SMA_Admin_Guide_13_0/b_NGSMA_Admin_Guide_chapter_01011.html#con_1058673
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/214565-how-to-import-partial-configurations-int.html
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