
Cisco Eメールセキュリティアプライアン
スをご使用の前に

この章は、次の項で構成されています。

• Async OS 11.0の最新情報（1ページ）
•詳細情報の入手先（11ページ）
• Cisco Eメールセキュリティアプライアンスの概要（14ページ）

Async OS 11.0の最新情報
表 1 :今回のリリースでの新機能

説明機能

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスは FIPS認定さ
れ、次の FIPS 140-2認定の暗号化モジュールを統合しまし
た：Cisco Common Crypto Modul（FIPS 140-2認定#1643）。

FIPS管理を参照してください。

FIPS認定
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説明機能

RSAは、RSA Data Loss Prevention Suiteのサポート終了
（EOL）を発表しました。詳細については、
https://community.rsa.com/docs/DOC-59316を参照してくださ
い。

シスコは、RSA DLPで作成されたすべての既存のDLPポリ
シーを新しい DLPエンジンへとシームレスに移行できる、
代替の DLPソリューションを提供します。アップグレード
後は、Webインターフェイスの、[メールポリシー（Mail
Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLPPolicyManager）]
ページで、移行した DLPポリシーを表示または変更できま
す。詳細については、ユーザガイドの「DataLossPrevention」
の章を参照してください。

Async0S 11.0以降は、RSA Enterprise Managerの統
合のサポートはありません。RSAEnterpriseManager
で作成したDLPポリシーがある場合は、アップグ
レード後、アプライアンスでこれらのポリシーを

作り直す必要があります。

（注）

新しいデータ漏洩防止（DLP）
ソリューション

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスで、アプライア
ンスにログインするときにセキュアなアクセスを保証する二

要素認証をサポートするようになりました。

標準の RFCに準拠している任意の標準 RADIUSサーバを介
して、アプライアンスの二要素認証を設定できます。

次のいずれかの方法で、二要素認証を有効化できます。

• Webインターフェイスの [システム管理（System
Administration）] > [ユーザ（Users）]ページ。管理タス
クの分散を参照してください。

• CLIの userconfig > twofactorauthコマンド。『CLI
Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security
Appliances』を参照してください。

アプライアンスで二要素認証を有効にしている場合は、事前

共有キーを使用してクラスタマシンに参加させることがで

きます。CLIの clusterconfig > prepjoinコマンドを使用して、
この設定を構成します。

クラスタを使用した中央集中型管理を参照してください。

二要素認証のサポート
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説明機能

受信メールの接続および異なる

地理的な場所からの受信メッ

セージの処理
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説明機能

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスでは、受信メー
ルの接続および特定の地理的な場所からの受信メッセージの

処理と、それらに対する適切なアクションの実行が可能にな

りました。たとえば次のものです。

•特定の地域から来るメールの脅威を防ぐ。

•特定の地域から来るメールを許可または禁止する。

この機能は次のようにして使用できます。

• SMTP接続レベル。次の方法のいずれかを使用して、特
定の地域からの受信メール接続を処理するために、送信

者グループを設定できるようになりました。

• Webインターフェイスの、[メールポリシー（Mail
Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）] > [送信者
グループの追加（Add Sender Group）] > [送信者を
追加設定（Submit and Add Senders）] > [位置情報
（Geolocation）]オプション。

• CLIの listenerconfig > hostaccess > countryコマンド。

詳細については、「ホストアクセステーブルを使用し

た接続を許可するホストの定義」または『CLIReference
Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を
参照してください。

[地理的分散（Geo Distribution）]レポートを使用して、
特定の地域からの受信メール接続の詳細を送信者の出身

国に基づいて表示できます。詳細については、「電子

メールセキュリティモニタの使用方法」を参照してく

ださい。

•コンテンツまたはメッセージフィルタレベル：コンテ
ンツまたはメッセージフィルタを作成し、特定の地域

からの受信メッセージの処理、およびそのようなメッ

セージに対する適切なアクションを実行できます。コン

テンツおよびメッセージフィルタには、次の新しいオ

プションが含まれます。

•新しいコンテンツフィルタ条件：地理位置情報

•新しいメッセージフィルタルール：
geolocation-rule()。

詳細については、コンテンツフィルタまたはメッセー

ジフィルタを使用した電子メールポリシーの適用を参
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説明機能

照してください。

[コンテンツフィルタ（ContentFilters）]および [メッセー
ジフィルタ（MessageFilters）]レポートを使用して、コ
ンテンツまたはメッセージフィルタによって検出され

る、特定の位置情報からの受信メッセージの詳細を表示

できます。電子メールセキュリティモニタの使用方法

を参照してください。

メッセージトラッキングを使用して、コンテンツまたはメッ

セージフィルタによって検出される、特定の位置情報から

の受信メッセージを検索できます。メッセージトラッキン

グの [詳細（Advanced）]セクションの [メッセージイベント
（Message Event）]オプションに対し、地理位置情報フィル
タを使用します。

国の地理位置情報のリストはクラウドでの更新が可能です。
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説明機能

AMPエンジンを使用して送信メッセージをスキャンするア
プライアンスを設定できるようになりました。

この機能を使用して次のことができます。

•ユーザが組織のネットワークから、IPまたはドメイン
レピュテーションの低下につながる恐れのある、悪意の

あるメッセージの送信を防ぎます。

•悪意のある添付ファイルを含むメッセージを送信してい
るユーザを追跡し、それらに対して適切なアクションを

実行します。

次の方法のいずれかで、アプライアンスの送信メールポリ

シーを設定し、AMPエンジンによるメッセージスキャンを
許可できます。

• Webインターフェイスの [メールポリシー（Mail
Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail
Policies）]ページ。ファイルレピュテーションフィル
タリングとファイル分析を参照してください。

• CLIの policyconfigコマンド。

次のレポートは、AMPエンジンによってスキャンされた送
信メッセージの詳細を表示するように拡張されました。

•高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）

• AMPファイル分析（AMP File Analysis）

• AMP判定のアップデート（AMP Verdict Updates）

• [概要（Overview）]ページ

•送信先（Outgoing Destinations）

•送信者（Outgoing Senders）

•内部ユーザ（Internal Users）

参照先：電子メールセキュリティモニタの使用方法

[メッセージトラッキング（Message Tracking）] > [メッセー
ジイベント（Message Event）] > [高度なマルウェア防御
（AdvancedMalware Protection）]オプションの [メールフロー
の方向（Mail Flow Direction）]フィルタを使用して、AMP
エンジンによってスキャンされる受信および送信メッセージ

を検索できます。

AMPエンジンを使用した送信
メッセージのスキャン
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説明機能

次の場合、現在のエンジンを以前のバージョンへ手動でロー

ルバックできます。

•エンジンの更新プログラムに不具合がある。

•エンジンが適切に機能しない。

現在、次のエンジンに対し、エンジンのロールバックを実行

できます。

• McAfee

• Sophos

• Graymail

クラスタレベルではなく、マシンレベルでのみ、エンジン

のロールバックを実行できます。

Webインターフェイスで [セキュリティサービス（Security
Services）] > [サービスの概要（Services Overview）]ページ
を使用して、次のことを実行できます。

•サービスエンジンの以前のバージョンにロールバック
します。

•手動でサービスエンジンを必要なバージョンに更新し
ます。

詳細については、次を参照してください。システム管理

サービスエンジンの以前のバー

ジョンへの手動でのロールバッ

ク

次のサービスエンジンの [グローバル設定（GlobalSettings）]
ページで自動更新を有効または無効にできます。

• McAfee

• Sophos

• Graymail

特定のサービスエンジンの自動更新が無効な場合に、定期

的にアラートを受信できるようになりました。次のいずれか

の方法で、既存のアラート間隔を変更できます。

• Webインターフェイスの、[セキュリティサービス
（SecurityServices）]> [サービスのアップデート（Service
Updates）] > [無効な自動エンジン更新のアラート間隔
（Alert Interval for Disabled Automatic Engine Updates）]。
システム管理を参照してください。

• CLIの updateconfigコマンド。

自動更新の有効化または無効化
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説明機能

添付ファイルが、受信または送信メールポリシーの [高度な
マルウェア防御（AdvancedMalware Protection）]セクション
で、「悪意がある」、「スキャン不可」または「ファイル分

析のために送信された」とみなされる場合、次の追加操作を

実行できます。

•メッセージの受信者を変更します。

•代替宛先ホストへメッセージを送信します。

詳細については、ファイルレピュテーションフィルタリン

グとファイル分析を参照してください。

メールポリシーの高度なマル

ウェア防御によって検出された

添付ファイルに関する追加操作

の実行

次のシナリオについての情報が、AMPエンジンのログに記
録されるようになりました。

•ファイル分析サーバにアップロードされないファイル。

•アプライアンスでファイル分析サーバへの日単位のファ
イルのアップロード制限を超えたために、ファイル分析

がスキップされたファイル。

•スキャン不可とマークされているファイル。

AMPエンジンログの改善
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説明機能

アプライアンスのコンテンツスキャナでは、次のアーカイ

ブファイル形式でコンテンツスキャンを実行できます。

• ACEアーカイブ

• ALZアーカイブ

• Appleディスクイメージ

• ARJアーカイブ

• bzip2アーカイブ

• EGGアーカイブ

• GNU Zip

• ISOディスクイメージ

• Javaアーカイブ

• LZH

• Microsoftキャビネットアーカイブ

• RARマルチパートファイル

• RedHatパッケージマネージャアーカイブ

• Roshalアーカイブ（RAR）

• UNIX ARアーカイブ

• UNIX圧縮アーカイブ

• UNIX cpio

• UNIX Tar

• XZアーカイブ

• ZIPアーカイブ

• 7-Zip

コンテンツスキャンでサポート

されるアーカイブファイル形式
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説明機能

次のファイルのマクロを検出できるようになりました。

• Adobe Acrobatポータブルドキュメントフォーマット
（PDF）ファイル内の JavaScriptマクロ。

• MicrosoftOfficeファイル（OpenXML）とOLEファイル
の Visual Basic for Applications（VBA）マクロ。

詳細については、コンテンツフィルタまたはメッセージフィ

ルタを使用した電子メールポリシーの適用を参照してくだ

さい。

マクロ検出の強化

次の方法のいずれかを使用してWebインターフェイスログ
インの CRLチェックを設定できます。

• Webインターフェイスの [ネットワーク（Network）] >
[CRLソース（CRL Sources）] > [設定の編集（Edit
Settings）] > [WebUIのCRLチェック（CRL check for
WebUI）]オプション。

参照先：クライアント認証を使用した SMTPセッショ
ンの認証

• CLIの certconfig > crlコマンド。

このオプションが有効で、証明書が失効した場合、次のこと

が起こります。

•証明書が失効したことを示すアラートを受信します。

•アプライアンスのWebインターフェイスにアクセスす
ることはできません。ただし、CLIを使用してアプライ
アンスにログインすることはできます。

アプライアンスのWebインターフェイスにアクセスできる
ように、CLIを介して有効な証明書をインポートし、設定す
る必要があります。『CLI Reference Guide for AsyncOS for
Cisco Email Security Appliances』を参照してください。

Webインターフェイスのログイ
ンの CRLチェック
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説明機能

ファイルレピュテーションの判定結果値のキャッシュ有効

期間は、次の方法のいずれかで設定できます。

• Webインターフェイスの [セキュリティサービス
（Security Services）] > [ファイルレピュテーションと分
析（File Reputation and Analysis）] > [キャッシュ設定
（Cache Settings）]ページ。

• CLIの ampconfig > cachesettings > modifytimeoutコマ

ンド。

ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析

を参照してください。

ファイルレピュテーションの判

定結果値の、キャッシュの有効

期間を設定します。

シスコはファイルのレピュテーションとファイルの分析サー

ビス用に、ヨーロッパ地域に新しいデータセンターを追加し

ました。

•ファイルレピュテーションサーバ用の EUROPE
（cloud-sa.eu.amp.cisco.com）

•ファイル分析サーバ用の EUROPE
（https://panacea.threatgrid.eu）

新しいファイルのレピュテーションとファイルの分析サービ

スを使用するように、Eメールセキュリティアプライアン
スを設定できます。詳細については、ファイルレピュテー

ションフィルタリングとファイル分析を参照してください。

ファイルのレピュテーションと

ファイルの分析サービス用に

ヨーロッパ地域に追加された新

しいデータセンター

詳細情報の入手先
シスコでは、アプライアンスに関する理解を深めて頂くために次の資料を提供しています。

資料

アプライアンスの GUIで右上の [ヘルプとサポート（Help and Support）]をクリックすること
により、ユーザガイドのオンラインヘルプバージョンに直接アクセスできます。

Cisco電子メールセキュリティアプライアンスのマニュアルセットには次のマニュアルおよ
びマニュアルが含まれます。

•リリースノート
•ご使用の Cisco Eメールセキュリティアプライアンスモデルのクイックスタートガイド
•ご使用のモデルまたはシリーズのハードウェアインストールガイドまたはハードウェア
インストールおよびメンテナンスガイド
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•『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』
•『Cisco Eメールセキュリティアプライアンス向け AsyncOSユーザガイド』（本書）
•『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』
•『AsyncOS API for Cisco Email Security Appliances - Getting Started Guide』

Cisco Content Security製品のすべてに関する資料が以下で入手できます。

参照先Ciscoコンテンツセキュリティ製品の
マニュアル

この表で該当する製品を参照してください。ハードウェアおよび仮想アプライア

ンス

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
email-security-appliance/tsd-
products-support-series-home.html

Cisco Eメールセキュリティ

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
web-security-appliance/tsd-products-
support-series-home.html

Cisco Webセキュリティ

http://www.cisco.com/c/en/us/support/
security/content-security-management- appliance/tsd-
products-support-series-home.html

Ciscoコンテンツセキュリティ管理

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
email-security-appliance/products-command-reference-list.html

Ciscoコンテンツセキュリティアプ
ライアンスの CLIリファレンスガイ
ド

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
email-security-appliance/products-command-reference-list.html

Cisco IronPort暗号化

トレーニング（Training）
シスコでは、技術者、パートナー、学生など、それぞれのニーズに合わせた、さまざまなト

レーニングプログラムおよびトレーニングコースを用意しています。

• http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/supplemental-
training/email-and-web-security.html

• http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/overview.html

Cisco通知サービス
セキュリティアドバイザリ、フィールドノーティス、販売終了とサポート終了の通知、およ

びソフトウェアアップデートと既知の問題に関する情報などのCiscoコンテンツセキュリティ
アプライアンスに関連する通知が配信されるように署名して参加します。

受信する情報通知の頻度やタイプなどのオプションを指定できます。使用する製品ごとの通知

に個別に参加する必要があります。
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/supplemental-training/email-and-web-security.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/supplemental-training/email-and-web-security.html
http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/overview.html


参加するには、http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.htmlに移動します。

Cisco.comアカウントが必要です。ない場合は、Ciscoアカウントの登録（14ページ）を参照
してください。

ナレッジベース

ステップ 1 製品のメインページ（http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html）にアクセスします。

ステップ 2 名前に TechNotesが付くリンクを探します。

シスコサポートコミュニティ

シスコサポートコミュニティは、シスコのお客様、パートナー、および従業員のオンライン

フォーラムです。電子メールおよびWebセキュリティに関する一般的な問題や、特定のシス
コ製品に関する技術情報について話し合う場を提供します。このフォーラムにトピックを投稿

して質問したり、他のシスコユーザと情報を共有したりできます。

Customer Support Portalのシスコサポートコミュニティには、次のURLからアクセスします。

•電子メールセキュリティと関連管理:

https://supportforums.cisco.com/community/5756/email-security

• Webセキュリティと関連管理：

https://supportforums.cisco.com/community/5786/web-security

シスコカスタマーサポート

クラウド Eメールセキュリティアプライアンスに関して支援を必要とする場合、シスコカス
タマーサポートには問い合わせないでください。Cloud/Hybrid Email Securityアプライアンス
のサポートの詳細については、『Cisco IronPort Hosted Email Security / HybridHosted Email Security
Overview Guide』を参照してください。

シスコ TAC：http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

従来の IronPortのサポートサイト：http://www.cisco.com/c/en/us/services/acquisitions/ironport.html

重大ではない問題の場合は、アプライアンスからカスタマーサポートにアクセスすることもで

きます。手順については、ユーザガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスをご使用の前に
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ナレッジベース

http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://supportforums.cisco.com/community/5756/email-security
https://supportforums.cisco.com/community/5786/web-security
http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
http://www.cisco.com/c/en/us/services/acquisitions/ironport.html


サードパーティコントリビュータ

次のページにある、ご使用のリリースのオープンソースライセンス情報を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html
.

Cisco AsyncOS内に付属の一部のソフトウェアは、FreeBSD、Stichting Mathematisch Centrum、
Corporation for National Research Initiativesなどのサードパーティコントリビュータのソフト
ウェア使用許諾契約の条項、通知、条件の下に配布されています。これらすべての契約条件

は、Ciscoライセンス契約に含まれています。

これらの契約内容の全文は以下の URLを参照してください。

https://support.ironport.com/3rdparty/AsyncOS_User_Guide-1-1.html.

Cisco AsyncOS内の一部のソフトウェアは、Tobi Oetikerの書面による同意を得て、RRDtoolを
基にしています。

このマニュアルには、Dell Computer Corporationの許可を得て複製された内容が一部含まれて
います。このマニュアルには、McAfeeの許可を得て複製された内容が一部含まれています。
このマニュアルには、Sophosの許可を得て複製された内容が一部含まれています。

マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルマニュアルチームは、製品ドキュメントの向上に努めています。お客様

からのご意見をお待ちしています。次の電子メールアドレス宛にお送りください。

contentsecuritydocs@cisco.com

メッセージの件名には、製品名、リリース番号、このマニュアルの発行日をご記入ください。

Ciscoアカウントの登録
Cisco.comの多数のリソースへアクセスするには、シスコのアカウントが必要です。

Cisco.comのユーザ IDをお持ちでない場合は、https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do%20
で登録できます。

関連項目

• Cisco通知サービス（12ページ）
•ナレッジベース（13ページ）

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスの概要
AsyncOS™オペレーティングシステムには、次の機能が組み込まれています。

• SenderBaseレピュテーションフィルタと Cisco Anti-Spamを統合した独自のマルチレイヤ
アプローチによるゲートウェイでのスパム対策。

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスをご使用の前に
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• SophosおよびMcAfeeウイルス対策スキャンエンジンによるゲートウェイでのウイルス対
策。

•新しいアップデートが適用されるまで危険なメッセージを隔離し、新しいメッセージ脅威
に対する脆弱性を削減する、新しいウイルス、詐欺、およびフィッシングの拡散に対する

シスコの独自保護機能であるアウトブレイクフィルタ™。

•ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク検疫は、疑わしいメッセージを保存して管理
者が評価するための安全な場所を提供します。

•隔離されたスパムおよび陽性と疑わしいスパムへのエンドユーザアクセスを提供する、オ
ンボックスまたはオフボックスのスパム隔離。

•電子メール認証。Cisco AsyncOSは、発信メールに対する DomainKeysおよび DomainKeys
Identified Mail（DKIM）の署名の他に、着信メールに対する Sender Policy Framework
（SPF）、Sender ID Framework（SIDF）、DKIMの検証など、さまざまな形式の電子メー
ル認証をサポートします。

• Cisco電子メール暗号化。HIPAA、GLBA、および同様の規制要求に対応するために発信
メールを暗号化できます。これを行うには、Eメールセキュリティアプライアンスで暗
号化ポリシーを設定し、ローカルキーサーバまたはホステッドキーサービスを使用して

メッセージを暗号化します。

•アプライアンス上のすべての電子メールセキュリティサービスおよびアプリケーション
を管理する、単一で包括的なダッシュボードである電子メールセキュリティマネージャ。

電子メールセキュリティマネージャは、ユーザグループに基づいて電子メールセキュリ

ティを実施でき、インバウンドとアウトバウンドの独立したポリシーを使用して、Cisco
レピュテーションフィルタ、アウトブレイクフィルタ、アンチスパム、アンチウイルス、

および電子メールコンテンツポリシーを管理できます。

•オンボックスのメッセージトラッキング。AsyncOS for Emailには、電子メールセキュリ
ティアプライアンスが処理するメッセージのステータスの検索が容易にできる、オンボッ

クスのメッセージトラッキング機能があります。

•企業のすべての電子メールトラフィックを全体的に確認できる、すべてのインバウンドお
よびアウトバウンドの電子メールに対するメールフローモニタ機能。

•送信者の IPアドレス、IPアドレス範囲、またはドメインに基づいた、インバウンドの送
信者のアクセス制御。

•広範なメッセージおよびコンテンツフィルタリングテクノロジーを使用して、社内ポリ
シーを順守させ、企業のインフラストラクチャを出入りする特定のメッセージに作用させ

ることができます。フィルタルールでは、メッセージまたは添付ファイルの内容、ネット

ワークに関する情報、メッセージエンベロープ、メッセージヘッダー、またはメッセー

ジ本文に基づいてメッセージを識別します。フィルタアクションでは、メッセージをド

ロップ、バウンス、アーカイブ、ブラインドカーボンコピー、または変更したり、通知

を生成したりできます。

•セキュアな SMTP over Transport Layer Security経由のメッセージの暗号化により、企業
のインフラストラクチャとその他の信頼できるホストとの間でやりとりされるメッセージ

が暗号化されるようなります。

• Virtual Gateway™テクノロジーにより、Eメールセキュリティアプライアンスは、単一
サーバ内で複数の電子メールゲートウェイとして機能できるため、さまざまな送信元また

はキャンペーンの電子メールを、それぞれ独立した IPアドレスを通して送信するように

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスをご使用の前に
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分配できます。これにより、1つの IPアドレスに影響する配信可能量の問題が、他の IP
アドレスに及ばないようにします。

•複数のサービスによって提供される、電子メールメッセージ内の悪意のある添付ファイル
やリンクからの保護。

•データ損失防止により、組織から出る情報の制御と監視を行います。

AsyncOSは、メッセージを受け入れて配信するために、RFC 2821準拠の Simple Mail Transfer
Protocol（SMTP）をサポートします。

レポート作成コマンド、モニタリングコマンド、およびコンフィギュレーションコマンドの

ほとんどは、HTTP経由でも HTTPS経由でもWebベースの GUIから使用できます。さらに、
セキュアシェル（SSH）または直接シリアル接続でアクセスするインタラクティブなコマンド
ラインインターフェイス（CLI）がシステムに用意されています。

また、複数の Eメールセキュリティアプライアンスのレポート、トラッキング、および隔離
管理を統合するようにセキュリティ管理アプライアンスを設定できます。

サポートされる言語

AsyncOSは次の言語のいずれかで GUIおよび CLIを表示できます。

•英語
•フランス語
•スペイン語
•ドイツ語
•イタリア語
• Korean
•日本語
•ポルトガル語（ブラジル）
•中国語（繁体字および簡体字）
•ロシア語

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスをご使用の前に
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