はじめに
この章は、次の項で構成されています。
• 今回のリリースでの新機能 （1 ページ）
• 動作における変更 （10 ページ）
• と以前のリリースでの Web インターフェイスの比較 （11 ページ）
• Cisco コンテンツ セキュリティ管理の概要 （17 ページ）

今回のリリースでの新機能
ここでは、AsyncOS for Cisco Content Security Management のこのリリースにおける新機能と拡
張機能について説明します。リリースの詳細については、次の URL にある製品リリース ノー
トを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/
tsd-products-support-series-home.html。
アップグレードする場合、以前のリリースとこのリリースの間の他のリリースのリリース ノー
トも確認する必要があります。これは、これらのリリースで追加された機能および拡張機能を
確認するためです。

はじめに
1

はじめに
今回のリリースでの新機能

表 1 : AsyncOS 12.0 の新機能

機能
レポート、隔離、およびトラッ
キングのための新しい Web イン
ターフェイス
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説明
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機能

説明
アプライアンスには、現在、次を検索および表示するため
の新しい Web インターフェイスがあります。
• 電子メール レポート
次のカテゴリに基づいて [レポート（Reports）] ドロッ
プダウンから電子メール レポートを表示できます。
• 電子メール脅威のレポート
• ファイルおよびマルウェアのレポート
• 接続およびフローのレポート
• ユーザ レポート
• フィルタのレポート
詳細については、「中央集中型の電子メール セキュリ
ティ レポーティングの使用」の章を参照してくださ
い。
• スパム隔離
• スパムやスパムの疑いがあるメッセージを、Web
インターフェイス ページの [隔離（Quarantine）]
> [スパム隔離（Spam Quarantine）] > [検索
（Search）] で表示および検索できるようになりま
した。
• セーフリストやブロックリストに追加されたドメ
インを、Web インターフェイスの [隔離
（Quarantine）] > [スパム隔離（Spam
Quarantine）] > [セーフリスト（Safelist）] または
[ブロックリスト（Blocklist）] ページで表示、追
加、および検索できます。
詳細については、「スパム隔離」の章を参照してくだ
さい。
• ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離
ポリシー隔離、ウイルス隔離、およびアウトブレイク
隔離は、Web インターフェイスの [隔離（Quarantine）]
> [その他の隔離（Other Quarantine）] > [検索
（Search）] ページで表示および検索できます。詳細に
ついては、「集約されたポリシー、ウイルス、および
アウトブレイク隔離」の章を参照してください。
• メッセージ トラッキング
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機能

説明
メッセージまたはメッセージのグループは、検索条件
に応じて Web インターフェイスの [トラッキング
（Tracking）] > [検索（Search）] ページから検索でき
ます。詳細については、「メッセージのトラッキング」
の章を参照してください。
詳細については、Web インターフェイスへのアクセスを参
照してください。
重要

• [管理アプライアンス（Management
Appliance）] > [ネットワーク（Network）] >
[IPインターフェイス（IP Interfaces）] で設定
された AsycnOS API ポートがファイアウォー
ルで開いていることを確認します。デフォル
トの AsyncOS API HTTP/HTTPS ポートは
6080/6443 です。
• また、trailblazerconfig が有効になってい
る場合は、HTTP/HTTPS ポートがファイア
ウォールで開いている必要もあります。デ
フォルトの HTTP/HTTPS ポートは 801/4431
です。

trailblazerconfig

CLI コマンド

コマンドを使用すると、新しい Web イ
ンターフェイスで HTTP と HTTPS のポートを介して受信接
続と送信接続をルーティングできます。
trailblazerconfig

この機能はまだベータ版です。
詳細については、trailblazerconfig コマンドを参照してくだ
さい。
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機能

説明

AsyncOS 12.0 for Cisco E メール セキュリティ管理アプライアンスの [レポート（Reporting）]
セキュリティ アプライアンスの ページで、次のレポートを表示できるようになりました。
新機能のサポート
• 外部脅威フィード レポート
• 送信者ドメインのレピュテーション レポート
詳細については、新しい Web インターフェイスの電子メー
ル レポート ページの概要を参照してください。
これで、DANE の成功および DANE 障害シナリオでの送信
TLS 接続の概要を表示できるようになりました。詳細につ
いては、AsyncOS 12.0 for Cisco Email Security Appliances ユー
ザ ガイドまたはオンライン ヘルプにある「SMTP DNS-based
Authentication of Named Entities」セクションを参照してくだ
さい。
次のメッセージ イベントを使用して、セキュリティ管理ア
プライアンスの [メッセージトラッキング（Message
Tracking）] ページでメッセージを検索できるようになりま
した。
• 外部脅威フィード レポート
• 送信者ドメインのレピュテーション レポート
• DANE 障害
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機能

説明

[高度なマルウェア防御
[高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）] レ
（Advanced Malware Protection）] ポート ページには、次の拡張機能が追加されています
レポートの拡張機能
• 新しいセクション - [カテゴリ別受信マルウェアファイ
ル（Incoming Malware Files by Category）] セクション
は、[カスタム検出（Custom Detection）] に分類され
る、AMP for Endpoints コンソールから受信したブラッ
クリスト ファイル SHA の割合を表示します。
AMP for Endpoints コンソールから取得されるブラック
リストに追加されたファイル SHA の脅威名は、レポー
トの [着信マルウェア脅威ファイル（Incoming Malware
Threat Files）] セクションで [シンプル カスタム検出
（Simple Custom Detection）] として表示されます。
• 新しいセクション - [カテゴリ別受信マルウェアファイ
ル（Incoming Malware Files by Category）] セクション
は、[カスタム検出（Custom Detection）] に分類される
しきい値設定を基にしてブラックリスト ファイル SHA
の割合を表示します。
• レポートの [詳細（More Details）] セクションでリンク
をクリックすると、AMP for Endpoints コンソールでの
ブラックリスト追加ファイル SHA のファイル トラジェ
クトリ詳細を表示できます。
• 新しい判定 - ファイルの分析後に、ファイルに動的な
コンテンツが存在しないときの新しい判定 [低リスク
（Low Risk）] が導入されました。判定の詳細は、レ
ポートの [AMPにより渡された受信ファイル（Incoming
Files Handed by AMP）] セクションに表示されます。
[高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）] ペー
ジを参照してください。
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機能

説明

Web レポートおよびトラッキン アプライアンスには、現在、次を検索および表示するため
グのための新しい Web インター の新しい Web インターフェイスがあります。
フェイス
• Web レポート
次のカテゴリに基づいて [レポート（Reports）] ドロッ
プダウンから Web ベースのレポートを表示できるよう
になりました。
• 一般的なレポート
• 脅威レポート
• [Web トラッキング（Web Tracking）]
検索条件に応じて Web トランザクションを検索できま
す。セキュリティ管理アプライアンスで、[Web]ドロッ
プダウンをクリックし、[トラッキング（Tracking）] >
[Webトラッキングの検索（Web Tracking Search）]
ページを選択します。
詳細については、「中央集中型 Web レポーティングおよび
トラッキングの使用」の章を参照してください。
重要

• [管理アプライアンス（Management
Appliance）] > [ネットワーク（Network）] >
[IPインターフェイス（IP Interfaces）] で設定
された AsycnOS API ポートがファイアウォー
ルで開いていることを確認します。デフォル
トの AsyncOS API HTTP/HTTPS ポートは
6080/6443 です。
• また、trailblazerconfig が有効になってい
る場合は、HTTP/HTTPS ポートがファイア
ウォールで開いている必要もあります。デ
フォルトの HTTP/HTTPS ポートは 801/4431
です。

詳細については、Web インターフェイスへのアクセスを参
照してください。

はじめに
7

はじめに
今回のリリースでの新機能

機能

説明

[メトリックバー（Metrics Bar）] [メトリックバー（Metrics Bar）] ウィジェットを使用する
ウィジェット
と、[高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）]
レポート ページで Cisco Threat Grid アプライアンスによっ
て実行されるファイル分析のリアルタイム データを確認で
きます。
詳細については、[高度なマルウェア防御（Advanced Malware
Protection）] ページを参照してください。
[HTTPSレポート（HTTPS
Reports）] ページ

[HTTPSレポート（HTTPS Reports）] レポート ページの各
HTTP/HTTPS トラフィックのクライアント側とサーバ側の
接続に基づいて、HTTP/HTTPS トラフィックの総合計と暗
号のサマリーを確認できます。
詳細については、中央集中型 Web レポーティングおよびト
ラッキングの使用を参照してください。

Cisco Threat Response ポータルへ Cisco Threat Response ポータルにアプライアンスを統合する
のアプライアンスの統合
と、Cisco Threat Response ポータルで次のアクションを実行
することができます。
• 組織内の複数のアプライアンスから電子メール レポー
ト、メッセージ トラッキング、および Web トラッキン
グのデータを確認します。
• 電子メール レポート、メッセージ トラッキング、Web
トラッキングで検出された脅威を特定、調査、および
修正します。
• 特定した脅威を迅速に解決し、特定した脅威に対して
推奨されるアクションを実行します。
• ポータルで脅威をドキュメント化して調査を保存し、
ポータル内の他のデバイス間で情報を共有します。
（注）

上記のアクションを実行できるのは、Cisco Threat
Response ポータルがコンテンツ セキュリティ管理
アプライアンスの統合をサポートする場合のみで
す。Cisco Threat Response ポータルは、AsyncOS
12.0 for Cisco Content Security Management Appliances
- 限定導入リリースをサポートしていません。

詳細については、ネットワークと IP アドレスの割り当てを
参照してください。
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機能

説明

Web トラフィック タップ ポリ
シー

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでは、
現在、Web トラフィック タップ ポリシーを設定できます。
Web トラフィック タップ ポリシーは、Web セキュリティ
アプライアンスを通過するどの Web トラフィックをタップ
するかに基づいて、定義できます。
セキュリティ管理アプライアンスで Web トラフィック タッ
プ ポリシーを設定するには、Web セキュリティ アプライア
ンスで Web トラフィック タップ機能を有効にする必要があ
ります。
[Web概要（Web Overview）] レポート ページには、[Webト
ラフィックタップのステータス（Web Traffic Tap Status）]、
[Webトラフィックタップのサマリー（Web Traffic Tap
Summary）]、[タップされたHTTP/HTTPSトラフィック
（Tapped HTTP/HTTPS Traffic）]、および [タップされたト
ラフィックのサマリー（Tapped Traffic Summary）] のセク
ションが含まれるようになりました。Web レポートの概要
を参照してください。

Cisco Web セキュリティ アプラ このリリースでは、Cisco Web セキュリティ アプライアン
イアンス用 AsyncOS での Office ス用 AsyncOS での Office 365 Web サービス外部 URL カテ
365 Web サービス外部 URL カテ ゴリ機能をサポートします。
ゴリ機能のサポート
詳細については、中央集中型 Web レポーティングおよびト
ラッキングの使用を参照してください。
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動作における変更
レポート ページにおける変 このリリースでは、次のレポートが新しい Web インターフェイ
更
スで変更になりました。
• [概要（Overview）] レポート ページは、[メール フロー概要
（Mail Flow Summary）] に名前が変更されています。
• [アウトブレイク フィルタ（Outbreak Filters）] レポート ペー
ジは、[アウトブレイク フィルタリング（Outbreak Filtering）]
に名前が変更されています。
• [ウイルスの種類（Virus Types）] レポート ページは、[ウイ
ルス フィルタリング（Virus Filtering）] に名前が変更されて
います。
• [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）]、および [メールボッ
クスの自動修復（Mailbox Auto Remediation）] レポート ペー
ジは、[高度なマルウェア防御（Advanced Malware
Protection）] として統合されています。
• [受信メールと送信者（Incoming Mail and Outgoing Senders）]
レポート ページは、[メール フローの詳細（Mail Flow
Details）] として統合されています。
• [TLS 接続（TLS Connections）] レポート ページは、[TLS 暗
号化（TLS Encryption）] に名前が変更されています。
• [地理的分散（Geo-Distribution）] レポート ページは、[国別
接続（Connection by Country）] に名前が変更されています。
• [内部ユーザ（Internal Users）] レポート ページは、[ユーザ
メールの概要（User Mail Summary）] に名前が変更されてい
ます。
• [Web インタラクション トラッキング（Web Interaction
Tracking）] レポート ページは、[Web インタラクション
（Web Interaction）] に名前が変更されています。
詳細については、新しい Web インターフェイスの電子メール レ
ポート ページの概要を参照してください。
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スパム隔離における変更

管理ユーザが、アプライアンスの新しい Web インターフェイス
で [スパム隔離（Spam Quarantine）] ページにアクセスできるよ
うになりました。
[隔離（Quarantine）] > [スパム隔離（Spam Quarantine）] > [検
索（Search）] ページをクリックして [スパム隔離（Spam
Quarantine）] ページにアクセスできます。
エンド ユーザは、URL
（https://example.com:<https-api-port>/eug-login）を使用し
て、スパム隔離ポータルにアクセスできるようになりました。
example.com はアプライアンス ホスト名で、<https-api-port> は

ファイアウォールで開いている AsyncOS API HTTPS ポートで
す。
（注）

ローカルおよび外部認証のユーザは、エンド ユーザの
スパム隔離ポータルにログインできません。

有効期限後のユーザ パスフ ユーザ アカウントの有効期限が切れた後、ユーザはパスフレー
レーズの変更
ズを変更するように求められます。詳細については、有効期限
後のユーザ パスフレーズの変更を参照してください。
デモ証明書の変更

このリリース以前は、アプライアンスが TLS 接続を有効にする
デモ証明書で事前に設定されています。このリリースにアップ
グレードすると、アプライアンスは TLS 接続を有効にする一意
の証明書を生成します。次の設定で使用されている既存のデモ
証明書は新しい証明書に置き換えられます。
• メール配信
• LDAP
• Networking
• URL フィルタリング
• SMTP サービス

関連項目： と以前のリリースでの Web インターフェイスの比較 （11 ページ）

と以前のリリースでの Web インターフェイスの比較
次の表は、新しい Web インターフェイスの以前のバージョンとの比較を示しています。
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表 2 : 新しい Web インターフェイスの以前のリリースとの比較

Web インターフェイス ページ 新しい Web インターフェイス レガシー Web インターフェイ
または要素
ス
ランディング ページ

クラウド メール セキュリティ
管理コンソールにログインす
ると、[メール フロー概要
（Mail Flow Summary）] ペー
ジが表示されます。

アプライアンスにログインす
ると、[システム ステータス
（System Status）] ページが表
示されます。

[製品（Product）] ドロップダ [製品（Product）] ドロップダ
ウン
ウンで、E メール セキュリ
ティ アプライアンスと Web セ
キュリティ アプライアンスを
切り替えることができます。

[電子メール（Email）] または
[ウェブ（Web）] タブを使用し
て、E メール セキュリティ ア
プライアンスと Web セキュリ
ティ アプライアンスを切り替
えることができます。

詳細については、インタラク
ティブ レポート ページの使用
を参照してください。
[レポート（Reports）] ドロッ [レポート（Reports）] ドロッ
プダウン
プダウンで、E メール セキュ
リティ アプライアンスと Web
セキュリティ アプライアンス
のレポートを表示できます。
詳細については、インタラク
ティブ レポート ページの使用
を参照してください。
[管理アプライアンス
クラウド メール セキュリティ
（Management Appliance）] タ 管理コンソールで をクリッ
ブ
クして、[管理アプライアンス
（Management Appliance）] タ
ブにアクセスします。

レポート、メッセージ トラッ
キング、隔離の有効化と設
定、ネットワーク アクセスの
設定、およびシステム ステー
タスの監視を実行できます。

[マイ レポート（My Reports）] クラウド メール セキュリティ
ページ
管理コンソールで をクリッ
クして、[メール（Email）] >
[レポート（Reporting）] > [マ
イ レポート（My Reports）] を
選択し、[マイ レポート（My
Reports）] ページにアクセスし
ます。

既存のレポート ページの
チャート（グラフ）と表を組
み合わせて、レポート ダッ
シュボードをカスタマイズで
きます。
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[レポート（Reporting）] ドロッ
プダウン メニューで、E メー
ル セキュリティ アプライアン
スと Web セキュリティ アプラ
イアンスのレポートを表示で
きます。

はじめに
と以前のリリースでの Web インターフェイスの比較

Web インターフェイス ページ 新しい Web インターフェイス レガシー Web インターフェイ
または要素
ス
[有効なレポートデータ
クラウド メール セキュリティ
（Reporting Data Availability）] 管理コンソールで をクリッ
ページ
クして、[メール（Email）] >
[レポート（Reporting）] > [有
効なレポート データ
（Reporting Data Availability）]
を選択し、[有効なレポート
データ（Reporting Data
Availability）] ページにアクセ
スします。

データを表示、更新および
ソートして、リソース使用率
と電子メール トラフィックの
問題点に対するリアルタイム
の可視性を提供できます。

レポートのスケジュール設定 クラウド メール セキュリティ
とアーカイブ
管理コンソールで をクリッ
クして、[メール（Email）] >
[レポート（Reporting）] > [ス
ケジュール設定されたレポー
ト（Scheduled Reports）] を選
択し、レポートをスケジュー
ルします。

セキュリティ管理アプライア
ンスでは、[メール（Email）]
> [レポート（Reporting）] > [ス
ケジュールされたレポート
（Scheduled Reports）] ページ
を使用してレポートをスケ
ジュールすることができ、
[メール（Email）] > [レポート
（Reporting）] > [アーカイブ
クラウド メール セキュリティ レポート（Archived Report）]
管理コンソールで をクリッ ページを使用してレポートを
クして、[メール（Email）] > アーカイブすることができま
[レポート（Reporting）] >
す。
[アーカイブ レポート（Archive
Reports）] を選択し、レポート
をアーカイブします。

[レポートの概要（Reporting
Overview）] ページ

セキュリティ管理アプライア
ンスの [メール レポートの概
要（Email Reporting
Overview）] ページは、新しい
Web インターフェイスでは
[メール フロー概要（Mail Flow
Summary）] ページとして設計
し直されました。[メール フ
ロー概要（Mail Flow
Summary）] レポート ページに
は、受信および送信メッセー
ジに関する傾向グラフや要約
テーブルが表示されます。

セキュリティ管理アプライア
ンスの [メール レポートの概
要（Email Reporting
Overview）] ページには、お使
いの E メール セキュリティ ア
プライアンスからのメール
メッセージ アクティビティの
概要が表示されます。[概要
（Overview）] ページには、グ
ラフや、着信および発信メッ
セージの要約テーブルが表示
されます。
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と以前のリリースでの Web インターフェイスの比較

Web インターフェイス ページ 新しい Web インターフェイス レガシー Web インターフェイ
または要素
ス
[高度なマルウェア防御
[レポート（Reports）] メ
（Advanced Malware
ニューの [高度なマルウェア防
Protection）] レポート ページ 御（Advanced Malware
Protection）] レポート ページ
では、次のセクションを使用
できます。
• 要約
• AMP ファイル レピュテー
ション（AMP File
Reputation）
• ファイル分析
• ファイル レトロスペク
ション（File
Retrospection）
• メールボックスの自動修
復

[アウトブレイク フィルタ
（Outbreak Filters）] ページ

はじめに
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新しい Web インターフェイス
の [アウトブレイク フィルタ
リング（Outbreak Filtering）]
レポート ページでは、[過去 1
年間のウイルス アウトブレイ
ク（Past Year Virus
Outbreaks）] および [過去 1 年
間のウイルス アウトブレイク
の概要（Past Year Virus
Outbreak Summary）] は使用で
きません。

セキュリティ管理アプライア
ンスの [メール（Email）] > [レ
ポート（Reporting）]ドロップ
ダウン メニューには次の [高
度なマルウェア防御
（Advanced Malware
Protection）] レポート ページ
があります。
• 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）]
• メールボックスの自動修
復
[メール（Email）] > [レポート
（Reporting）] > [アウトブレイ
ク フィルタ（Outbreak
Filters）] ページには、[過去 1
年間のウイルス アウトブレイ
ク（Past Year Virus
Outbreaks）] および [過去 1 年
間のウイルス アウトブレイク
の概要（Past Year Virus
Outbreak Summary）] が表示さ
れます。

はじめに
と以前のリリースでの Web インターフェイスの比較

Web インターフェイス ページ 新しい Web インターフェイス レガシー Web インターフェイ
または要素
ス
スパム隔離（管理ユーザ）

新しい Web インターフェイス で [隔離（Quarantine）] > [ス
パム隔離（Spam
Quarantine）] > [検索
（Search）] をクリックしま
す。
エンド ユーザは、URL
（https://example.com:<https-api-port>/euq-login）
を使用してスパム隔離にアク
セスできます。
example.com はアプライアンス

ホスト名で、<https-api-port>
はファイアウォールで開いて
いる AsyncOS API HTTPS ポー
トです。
ポリシー、ウイルスおよびア 新しい Web インターフェイス
ウトブレイク隔離
で [隔離（Quarantine）] > [そ
の他の隔離（Other
Quarantine）] をクリックしま
す。

アプライアンスでは、ポリ
シー、ウイルス、およびアウ
トブレイク隔離を表示、設
定、および変更できます。

新しい Web インターフェイス
では、[ポリシー、ウイルス、
およびアウトブレイク隔離
（Policy, Virus and Outbreak
Quarantines）] のみを表示でき
ます。
隔離内のメッセージに対する 複数（またはすべて）のメッ 複数のメッセージを選択し
すべてのアクションの選択
セージを選択し、削除、遅
て、メッセージ アクションを
延、リリース、移動などの
実行することはできません。
メッセージ アクションを実行
できます。
添付ファイルの最大ダウン
ロード制限

隔離されたメッセージの添付 ファイルのダウンロードの上
限は 25 MB に制限されていま
す。
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はじめに
と以前のリリースでの Web インターフェイスの比較

Web インターフェイス ページ 新しい Web インターフェイス レガシー Web インターフェイ
または要素
ス
拒否された接続

拒否された接続を検索するに は、クラウド メール セキュリ
ティ管理コンソールで、[ト
ラッキング（Tracking）] > [検
索（Search）] > [拒否された接
続（Rejected Connection）] タ
ブをクリックします。

クエリ設定（Query Settings） クラウド メール セキュリティ
管理コンソールでは、メッ
セージ トラッキング機能の [ク
エリ設定（Query Settings）]
フィールドは使用できませ
ん。

メッセージ トラッキング機能
の [クエリ設定（Query
Settings）] フィールドで、クエ
リのタイムアウトを設定でき
ます。

有効なメッセージ トラッキン クラウド メール セキュリティ アプライアンスの欠落データ
グ データ
管理コンソールで をクリッ インターバルを表示すること
クして、[メール（Email）] > ができます。
[メッセージ トラッキング
（Message Tracking）] > [有効
なメッセージ トラッキング
データ（Message Tracking Data
Availability）] を選択し、[有効
なメッセージ トラッキング
データ（Message Tracking Data
Availability）] ページにアクセ
スします。
メッセージの追加詳細の表示 [判定チャート（Verdict
Charts）]、[最後の状態（Last
State）]、[送信者グループ
（Sender Groups）]、[送信者
IP（Sender IP）]、[SBRS スコ
ア（ SBRS Scor）]、[ポリシー
一致（Policy Match）] の詳細
など、メッセージの追加の詳
細を表示できます。
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Web インターフェイス ページ 新しい Web インターフェイス レガシー Web インターフェイ
または要素
ス
判定チャートと最後の状態の 判定チャートには、アプライ メッセージの判定チャートと
判定
アンス内の各エンジンによっ 最後の状態の判定は、使用で
てトリガーされる可能性のあ きません。
るさまざまな判定の情報が表
示されます。
メッセージの最後の状態に
よって、エンジンのすべての
可能な判定の後に、トリガー
される最終判定が決まりま
す。
メッセージの詳細における
メッセージの添付ファイルと メッセージの添付ファイルと
メッセージ添付ファイルとホ ホスト名は、クラウド メール ホスト名は、メッセージの
スト名
セキュリティ管理コンソール [メッセージの詳細（Message
のメッセージの [メッセージの Details）] セクションに表示さ
詳細（Message Details）] セク れます。
ションには表示されません。
メッセージの詳細における送
信者グループ、送信者 IP、
SBRS スコア、およびポリシー
一致

メッセージの送信者グルー
プ、送信者 IP、SBRS スコア、
およびポリシー一致の詳細
は、クラウド メール セキュリ
ティ管理コンソールの [メッ
セージの詳細（Message
Details）] セクションに表示さ
れます。

メッセージの送信者グルー
プ、送信者 IP、SBRS スコア、
およびポリシー一致は、メッ
セージの [メッセージの詳細
（Message Details）] セクショ
ンには表示されません。

メッセージの方向（受信また メッセージの方向（受信また メッセージの方向（受信また
は送信）
は送信）は、クラウド メール は送信）は、メッセージ ト
セキュリティ管理コンソール ラッキング結果ページには表
のメッセージ トラッキング結 示されません。
果ページに表示されます。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理の概要
AsyncOS for Cisco Content Security Management には次の機能が統合されています。
• 外部スパム隔離：エンドユーザ向けのスパム メッセージおよび疑わしいスパム メッセー
ジを保持しており、エンドユーザおよび管理者は、スパムとフラグ付けされたメッセージ
をレビューしてから最終的な決定を下すことができます。

はじめに
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• 集約ポリシー（Centralized Policy）、ウイルス（Virus）、アウトブレイク隔離（Outbreak
Quarantines）：これらの隔離および隔離内に隔離されたメッセージを複数の E メール セ
キュリティ アプライアンスから管理するための単一のインターフェイスを提供します。隔
離されたメッセージをファイアウォールの背後に保存できます。
• 中央集中型レポーティング（Centralized reporting）：複数の E メールおよび Web セキュ
リティ アプライアンスからの集約データに関するレポートを実行します。個別アプライア
ンスで使用できる同じレポーティング機能を、セキュリティ管理アプライアンスでも使用
できます。
• 中央集中型トラッキング（Centralized tracking）：単一のインターフェイスを使用して、
メール メッセージを追跡すること、および複数の E メールおよび Web セキュリティ アプ
ライアンスにより処理された Web トランザクションを追跡することができます。
• Web セキュリティ アプライアンスの中央集中型構成管理（Centralized Configuration
Management for Web Security appliances）：簡易性および一貫性のため、複数の Web セキュ
リティ アプライアンスを対象にポリシー定義とポリシー導入を管理します。

（注）

中央集中型の電子メール管理、または E メール セキュリティ ア
プライアンスの「クラスタリング」にセキュリティ管理アプライ
アンスは含まれません。

• データのバックアップ（Backup of data）：レポーティング データ、トラッキング データ、
隔離されたメッセージ、安全な送信者とブロックされた送信者のリストなど、セキュリ
ティ管理アプライアンスのデータをバックアップします。
1 台のセキュリティ管理アプライアンスからのセキュリティ操作を調整することも、複数のア
プライアンス間に負荷を分散させることもできます。
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