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第 1 章

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FIPS140-2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, （823ページ）を参照してください。

FIPS認定
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説明機能

RSAは、RSADataLoss PreventionSuite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（DLP PolicyManager）]
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「DataLoss Prevention」
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, （939ページ）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,（1167ページ）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または

送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または送信メッ

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することができます。

• 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（AddSenderGroup）] > [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, （109ページ）」または
『CLI Reference 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, （829ページ）」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

の受信または送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（Content Filters）,
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説明機能

（299ページ）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,（157ページ）を参照してくだ
さい。

[コンテンツフィルタ（Content Filters）]および [メッセー
ジフィルタ（Message Filters）]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または送信メッセージの

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, （829ページ）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
（MessageEvent）]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す
ることができます。

• Webインターフェイスの [メールポリシー（MailPolicies）]
> [送信メールポリシー（OutgoingMail 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, （463ページ）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, （829
ページ）

[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
（Advanced Malware 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

ルバックすることができます。

•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, （
971ページ）

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
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説明機能

次のサービスエンジンの [グローバル設定（Global Settings）]
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
（Security Services）] > [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, （971ページ）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

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, （463ページ）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。

• Microsoft Officeファイル（Open XML）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（Content Filters）, （
299ページ）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, （157ページ）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, （813ページ）

• 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 ReferenceGuide 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,
（463ページ）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
を設定することができます。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, （463ページ）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
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•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

•『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/content-security-management- 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/
email-security-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
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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。

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

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。
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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, （13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。
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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
IdentifiedMail（DKIM）の署名の他に、着信メールに対するSender PolicyFramework（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 forEmail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。
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• 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
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第 2 章

アプライアンスへのアクセス

この章は、次の項で構成されています。

• Webベースのグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）, 17 ページ

• 構成時の設定の変更, 19 ページ

• コマンドラインインターフェイス（CLI）, 19 ページ

Web ベースのグラフィカルユーザインターフェイス
（GUI）

Webベースのグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）とコマンドラインインターフェイス
（CLI）の両方を使用してアプライアンスを管理できます。GUIには、システムの設定およびモニ
タに必要な機能のほとんどが含まれています。ただし、すべての CLIコマンドがGUIから使用で
きるわけではありません。一部の機能は CLIからのみ使用できます。

ブラウザ要件

WebベースのUIにアクセスするには、ブラウザが JavaScriptおよびCookieをサポートしており、
それらの受け入れが有効になっている必要があります。また、Cascading Style Sheet（CSS）を含
む HTMLページをレンダリングできる必要があります。

オペレーティングシステム（Operating System）ブラウザ

Microsoft Windows 7Internet Explorer 11.0

Mac OS XSafari 7.0以降

Microsoft Windows 7、Mac OS XFirefox 39.0以降

Microsoft Windows 7、Mac OS XChrome 44.0以降
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アプライアンスを変更する場合は、複数のブラウザウィンドウまたはタブを同時に使用しないで

ください。GUIセッションとCLIセッションを同時に使用しないてください。同時に使用すると、
予期しない動作が発生し、サポート対象外になります。

インターフェイスの一部のボタンやリンクからは追加のウィンドウがオープンされるため、Web
インターフェイスを使用するには、ブラウザのポップアップブロックの設定が必要な場合があり

ます。

GUI へのアクセス
新規システムの GUIにアクセスするには、次の URLにアクセスします。

http://192.168.42.42/

ログインページが表示されたら、デフォルトのユーザ名とパスフレーズを使用してシステムにロ

グインします。

工場出荷時のデフォルトユーザ名とパスフレーズ

•ユーザ名：admin

•パスフレーズ：ironport

新規（以前のリリースのAsyncOSからのアップグレードではなく）システムの場合は、システム
セットアップウィザードへ自動的にリダイレクトされます。

初期システムセットアップ時に、インターフェイスの IPアドレスと、このインターフェイスの
HTTPサービス、HTTPSサービス、またはその両方を実行するかどうかを選択します。インター
フェイスのHTTPサービス、HTTPSサービス、またはその両方がイネーブルに設定されている場
合は、サポートしている任意のブラウザを使用し、ブラウザのロケーションフィールド（「アド

レスバー」）に URLとして IPインターフェイスの IPアドレスまたはホスト名を入力して GUI
を表示できます。

次に例を示します。

http://192.168.1.1または

https://192.168.1.1または

http://mail3.example.comまたは

https://mail3.example.com

インターフェイスの HTTPSがイネーブルに設定されている（かつ HTTP要求がセキュアサー
ビスにリダイレクトされていない）場合は、必ず、「https://」というプレフィックスを使用

して GUIにアクセスしてください。

（注）

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
18

アプライアンスへのアクセス

GUI へのアクセス

http://192.168.42.42/


関連項目

•ユーザの追加, （943ページ）

中央集中型の管理

クラスタが作成されている場合は、クラスタ内のマシンを参照して、クラスタ、グループ、マシ

ン間での設定の作成、削除、コピー、および移動（つまり、clustermodeコマンドおよびclusterset

コマンドと同等の操作）を GUI内から実行できます。

詳細については、GUIでのクラスタの管理, （1183ページ）を参照してください。

構成時の設定の変更

設定の変更

電子メールの通常の動作を妨げることなく、設定を変更できます。

変更の確定またはキャンセル

ほとんどの設定変更は明示的に保存する必要があります。

変更の確定が保留になっている場合は、[変更を確定（Commit Changes）]ボタンがオレンジ色に
変化します。

これらの変更をクリアまたは確定するには、[変更を確定（CommitChanges）]をクリックします。

コマンドラインインターフェイス（CLI）
コマンドラインインターフェイスには、SSHサービスがイネーブルに設定されている IPインター
フェイスで SSH経由か、またはシリアルポートの端末エミュレーションソフトウェア経由でア
クセスできます。工場出荷時のデフォルトでは、SSHは管理ポートに設定されます。これらのサー
ビスをディセーブルにするには、interfaceconfigコマンドを使用します。

CLIコマンドと規定の詳細については、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security
Appliances』を参照してください。

CLIにアクセスするための工場出荷時のデフォルトのユーザ名とパスフレーズは、Webイン
ターフェイスと同じです。工場出荷時のデフォルトユーザ名とパスフレーズ, （18ページ）
を参照してください。

（注）
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第 3 章

セットアップおよび設置

この章は、次の項で構成されています。

• インストール計画, 21 ページ

• Eメールセキュリティアプライアンスのネットワークへの物理接続, 25 ページ

• システムセットアップの準備, 29 ページ

• システムセットアップウィザードの使用, 38 ページ

• 設定と次の手順の確認, 65 ページ

インストール計画

計画決定に影響を与える情報の確認

•仮想 Eメールセキュリティアプライアンスを設定する場合は、この章に進む前に『Cisco
Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。

• Mシリーズ Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスを設定する場合は、Ciscoコ
ンテンツ（Mシリーズ）セキュリティ管理アプライアンスの集中型サービス,（1243ページ）
を参照してください。

•インフラストラクチャへのアプライアンスの配置に影響する可能性のある一部の機能につい
て、設置前に電子メールパイプラインについて, （67ページ）を参照することを推奨しま
す。

ネットワーク境界に E メールセキュリティアプライアンスを配置する
お使いの Eメールセキュリティアプライアンスが、Mail Exchange（MX）とも呼ばれる SMTP
ゲートウェイとして機能するように設計されています。最適な結果を得るために、機能によって
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は、アプライアンスが電子メールを送受信するためにインターネットに直接アクセスできる IPア
ドレス（つまり、外部 IPアドレス）を割り当てられた最初のマシンである必要があります。

受信者ごとのレピュテーションフィルタリング、スパム対策、ウイルス対策、およびウイルスア

ウトブレイクフィルタの機能（SenderBaseネットワークに参加, （1077ページ）、IronPortスパム
対策フィルタリング, （352ページ）、Sophosアンチウイルスフィルタリング, （329ページ）、
およびアウトブレイクフィルタ,（399ページ）を参照）は、インターネットからおよび内部ネッ
トワークからのメッセージの直接のフローを扱うことを目的としています。企業が送受信するす

べての電子メールトラフィックに対するポリシー施行（接続を許可するホストの定義の概要, （
109ページ））のためにアプライアンスを設定できます。

Eメールセキュリティアプライアンスは、パブリックインターネットを介してアクセス可能なこ
とと、電子メールインフラストラクチャの「第 1ホップ」であることの両方を満たすことを確認
します。別のMTAをネットワーク境界に配置してすべての外部接続を処理させると、Eメール
セキュリティアプライアンスで送信者の IPアドレスを判別できなくなります。送信者の IPアド
レスは、メールフローモニタで送信元を識別および区別したり、SenderBaseレピュテーション
サービスに送信者の SenderBaseレピュテーションスコア（SBRS）を問い合わせたり、Anti-Spam
機能やアウトブレイクフィルタ機能の有効性を高めたりするために必要です。

インターネットから電子メールを受信する最初のマシンとしてアプライアンスを設定できない

場合でも、アプライアンスで使用可能なセキュリティサービスの一部は利用できます。詳細

については、着信リレー構成における送信者の IPアドレスの決定, （371ページ）を参照して
ください。

（注）

Eメールセキュリティアプライアンスを SMTPゲートウェイとして使用することにより、次の機
能が実現されます。

•メールフローモニタ機能（電子メールセキュリティモニタの使用方法, （829ページ）を参
照）により、内部および外部の両方の送信者から企業に着信するすべての電子メールトラ

フィックを把握できます。

•ルーティング、エイリアシング、およびマスカレードを対象とする LDAPクエリー（LDAP
クエリ,（757ページ）を参照）では、ディレクトリインフラストラクチャを統合でき、更新
を単純化できます。

•エイリアステーブル（エイリアステーブルの作成, （692ページ）を参照）、ドメインベー
スのルーティング（ドメインマップ機能,（709ページ）を参照）、およびマスカレード（マ
スカレードの構成,（699ページ）を参照）などの一般的なツールによって、オープンソース
のMTAからの移行が簡単になります。

DNS への E メールセキュリティアプライアンスの登録
不正な電子メール送信者は、次の攻撃対象を探してパブリックDNSレコードを積極的に検索しま
す。Anti-Spam、アウトブレイクフィルタ、McAfee Antivirusおよび Sophos Anti-Virusのすべての
機能を利用するために、Eメールセキュリティアプライアンスが DNSに登録されていることを
確認します。
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アプライアンスを DNSに登録するには、アプライアンスのホスト名を IPアドレスにマッピング
するAレコードおよびパブリックドメインをアプライアンスのホスト名にマッピングするMXレ
コードを作成します。ドメインのプライマリMTAまたはバックアップMTAのいずれかとして E
メールセキュリティアプライアンスをアドバタイズするようにMXレコードのプライオリティを
指定する必要があります。

次の例では、MXレコードに大きいプライオリティ値（20）が指定されているため、Eメールセ
キュリティアプライアンス（ironPort.example.com）は、ドメイン example.comのバックアップ
MTAです。言い換えると、数値が大きいほど、MTAのプライオリティは低くなります。

$ host -t mx example.com

example.com mail is handled (pri=10) by mail.example.com

example.com mail is handled (pri=20) by ironport.example.com

Eメールセキュリティアプライアンスを DNSに登録するということは、MXレコードのプライ
オリティに設定する値に関係なく、スパム攻撃にさらされることを意味します。ただし、ウイル

ス攻撃でバックアップMTAがターゲットになることはまれです。したがって、ウイルス対策エ
ンジンの性能を徹底的に評価するには、EメールセキュリティアプライアンスのMXレコードの
プライオリティに、他のMTAのプライオリティ以上の値を設定します。

インストールのシナリオ

Eメールセキュリティアプライアンスを既存のネットワークインフラストラクチャに設置する方
法は複数あります。

大部分のお客様のネットワークコンフィギュレーションは、以降のシナリオで表現されていま

す。ネットワークコンフィギュレーションが大幅に異なっており、設置計画の支援を必要とする

場合は、シスコカスタマーサポートにお問い合わせください（シスコカスタマーサポート, （
13ページ）を参照）。

設定の概要

次の図は、エンタープライズネットワーク環境における Eメールセキュリティアプライアンス
の一般的な設置方法を示します。

いくつかのシナリオでは、Eメールセキュリティアプライアンスはネットワークの「DMZ」内に
配置されます。その場合は、Eメールセキュリティアプライアンスとグループウェアサーバの間
にさらにファイアウォールを設置しています。

次のネットワークシナリオを説明します。
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•ファイアウォールの内側：リスナー 2個の設定（図「ファイアウォールの内側のシナリオ：
リスナー 2個の設定」）

実際のインフラストラクチャと最も一致する設定を選択してください。その後、システムセット

アップの準備, （29ページ）に進んでください。

着信（Incoming）
•指定したローカルドメイン宛ての着信メールは受け入れられます

•その他のドメインはすべて拒否されます。

•外部システムは、ローカルドメイン宛て電子メールを転送するためにEメールセキュリティ
アプライアンスに直接接続し、Eメールセキュリティアプライアンスは、SMTPルートを介
して、そのメールを適切なグループウェアサーバ（Exchange™、Groupwise™、Domino™な
ど）にリレーします（ローカルドメインの電子メールのルーティング, （685ページ）を参
照）。

発信（Outgoing）
•内部ユーザが送信した発信メールは、グループウェアサーバによってEメールセキュリティ
アプライアンスにルーティングされます。

• Eメールセキュリティアプライアンスでは、プライベートリスナーのホストアクセステー
ブルの設定値に基づいて発信電子メールを受け入れます（詳細については、リスナーの使用,
（81ページ）を参照してください）。

イーサネットインターフェイス

これらの設定では、Eメールセキュリティアプライアンスにある使用可能なイーサネットイン
ターフェイスのうち 1つだけを必要とします。ただし、イーサネットインターフェイスを 2つ設
定すると、内部ネットワークを外部インターネットネットワーク接続と分離できます。

使用可能なインターフェイスに対する複数 IPアドレスの割り当ての詳細については、Virtual
Gateway™テクノロジーを使用してすべてのホストされたドメインでの構成のメールゲートウェ
イ, （741ページ）およびネットワークと IPアドレスの割り当て, （1265ページ）を参照してくだ
さい。

ハードウェアのポート

ハードウェアアプライアンスのポートの数とタイプはモデルによって異なります。

C690C390C190C680C380X1070C670C370C170タイプ

（Type）
ポート

11[0]11111[0]Ethernet管理
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C690C390C190C680C380X1070C670C370C170タイプ

（Type）
ポート

552*333332*Ethernetデータ

RJ-45RJ-45RJ-45RJ-45RJ-459ピン9ピン9ピ
ン

9ピ
ン

シリア

ル

コンソール

YYYYYNNNNEthernetリモート電

源管理

（RPC）

*専用管理ポートのないアプライアンスでは、Data1ポートを管理用に使用します。

ポートの詳細については、お使いのアプライアンスモデルの『Hardware Installation Guide』を参
照してください。

拡張設定

「ファイアウォールの内側のシナリオ：リスナー 2個の設定」、および「リスナー 1個の設定」
の図に示す設定に加えて、次も設定できます。

•中央管理機能を使用する複数の Eメールセキュリティアプライアンス。参照先：クラスタ
を使用した中央集中型管理, （1167ページ）

• Eメールセキュリティアプライアンスの 2つのイーサネットインターフェイスを NICペア
リング機能によって「チーム化」することによるネットワークインターフェイスカードレ

ベルでの冗長性。参照先：高度なネットワーク構成, （1089ページ）

ファイアウォール設定値（NAT、ポート）
SMTPサービスおよびDNSサービスでは、インターネットにアクセスできる必要があります。他
のサービスも場合によってはファイアウォールポートを開く必要があります。詳細は、ファイア

ウォール情報, （1291ページ）を参照してください。

E メールセキュリティアプライアンスのネットワークへ
の物理接続

設定シナリオ

Eメールセキュリティアプライアンスの一般的な設定シナリオは次のとおりです。
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•インターフェイス：大部分のネットワーク環境では、Eメールセキュリティアプライアンス
にある使用可能な 3つのイーサネットインターフェイスのうち 1つだけを必要とします。た
だし、イーサネットインターフェイスを 2つ設定すると、内部ネットワークを外部インター
ネットネットワーク接続と分離できます。

•パブリックリスナー（着信電子メール）：パブリックリスナーでは、多数の外部ホストか
らの接続を受け入れ、一定の数の内部グループウェアサーバにメッセージを振り向けます。

◦ホストアクセステーブル（HAT）の設定値に基づいて外部メールホストからの接続を
受け入れます。HATは、デフォルトでは、すべての外部メールホストからの接続を受
け入れるように設定されています。

◦受信者アクセステーブル（RAT）で指定されているローカルドメイン宛ての着信メー
ルに限って受け入れます。その他のドメインはすべて拒否されます。

◦ SMTPルートの定義に従って、適切な内部グループウェアサーバにメールをリレーしま
す。

•プライベートリスナー（発信電子メール）：プライベートリスナーは、一定の数の内部グ
ループウェアサーバからの接続を受け入れ、多数の外部メールホストにメッセージを振り

向けます。

◦内部グループウェアサーバは、CiscoC-SeriesまたはX-Seriesアプライアンスに発信メー
ルをルーティングするように設定されます。

◦ Eメールセキュリティアプライアンスは、HATの設定値に基づいて、内部グループウェ
アサーバからの接続を受け入れます。HATは、デフォルトでは、すべての内部メール
ホストからの接続を受け入れるように設定されています。

着信メールと発信メールの分離

着信と発信の電子メールトラフィックを個別のリスナーおよび個別の IPアドレスで分離できま
す。インターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）およびバージョン 6（IPv6）アドレスを使
用できます。ただし、アプライアンスのシステムセットアップウィザードでは、次の設定を持つ

初期設定をサポートしています。

•個別の物理インターフェイスに設定された 2個の論理 IPv4アドレスおよび 2個の IPv6アド
レス上の 2つの個別リスナー

◦着信と発信のトラフィックの分離

◦ IPv4アドレスおよび IPv6アドレスを各リスナーに割り当てることができます。

• 1つの物理インターフェイスに設定された 1つの論理 IPv4アドレス上の 1つのリスナー

◦着信と発信の両トラフィックの組み合わせ

◦ IPv4アドレスおよび IPv6アドレスの両方ともリスナーに割り当てることができます。
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リスナー 1つと 2つの両方の設定に対する設定ワークシートが以下にあります（セットアップ情
報の収集, （33ページ）を参照）。大部分の設定シナリオは、次の 3つの図のいずれかで表現さ
れます。

図 1：ファイアウォールの内側のシナリオ：リスナー 2 個の設定

（注）

•リスナー x 2

• IPv4アドレス x 2

• IPv6アドレス x 2

•イーサネットインターフェイス x 1または 2（表示されるインターフェイスは 1個のみ）

•設定済みの SMTPルート

インバウンドリスナー：「InboundMail」（パブリック）

• IPv4アドレス：1.2.3.4

• IPv6アドレス: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
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• Data 2インターフェイスのリスナーでポート 25をリッスン

• HAT（すべてを受け入れ）

• RAT（ローカルドメイン宛てメールを受け入れ、その他すべてを拒否）

アウトバウンドリスナー：「OutboundMail」（プライベート）

• IP address: 1.2.3.5

• IPv6アドレス: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7335

• Data 2インターフェイスのリスナーでポート 25をリッスン

• HAT（ローカルドメイン宛てをリレー、その他すべてを拒否）

インターネットルートサーバまたは内部 DNSサーバを使用するように DNSを設定可能

SMTPルートでは、適切なグループウェアサーバにメールを振り向け

適切なサービスと Eメールセキュリティアプライアンスの双方向の通信用にファイアウォール
ポートをオープン

図 2：リスナー 1 個の設定

（注）

•リスナー x 1
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• IPアドレス x 1

•イーサネットインターフェイス x 1

•設定済みの SMTPルート

インバウンドリスナー：「InboundMail」（パブリック）

• IP address: 1.2.3.4

• Data 2インターフェイスのリスナーでポート 25をリッスン

• HAT（すべてを受け入れ）では、RELAYLISTにあるグループウェアサーバ用のエントリが
組み込まれます。

• RAT（ローカルドメイン宛てメールを受け入れ、その他すべてを拒否）

インターネットルートサーバまたは内部 DNSサーバを使用するように DNSを設定可能

SMTPルートでは、適切なグループウェアサーバにメールを振り向け

適切なサービスとアプライアンスの双方向の通信用にファイアウォールポートをオープン

システムセットアップの準備

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

参照先：アプライアンスへの接続方式の決定, （30
ページ）

アプライアンスへの接続方法を決定します。ステップ 1   

参照先：

アプライアンスへの接続方式の決定, （30ページ）
およびネットワークアドレスと IPアドレスの割り
当ての決定, （31ページ）

ネットワークアドレスと IPアドレスの割り当
てを決定します。

ステップ 2   

•すでにアプライアンスをネットワークに配
線済みの場合は、Eメールセキュリティ
アプライアンスのデフォルト IPアドレス
が、ネットワーク上の他の IPアドレスと
競合していないことを確認します。

セットアップ情報の収集, （33ページ）を参照して
ください。

システムセットアップに関する情報を収集しま

す。

ステップ 3   

資料, （11ページ）のリンクから、リリースノート
を入手できます。

アプライアンスの最新の製品リリースノートを

確認します。

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

お使いのアプライアンスのクイックスタートガイド

を参照してください。このガイドは、資料, （11
ページ）のリンクから入手できます。

アプライアンスを開梱し、物理的にラックに設

置し、オンにします。

ステップ 5   

コマンドラインインターフェイス（CLI）システム
セットアップウィザードの実行, （50ページ）を参
照してください。

コマンドラインインターフェイス（CLI）を使
用してセットアップウィザードを実行すると、

CLIにアクセスします。

ステップ 6   

Webインターフェイスを使用してセットアップ
ウィザードを実行する場合、

ステップ 7   1 （仮想アプライアンスの場合のみ）コマンドライ

ンインターフェイスにアクセスし、

interfaceconfigコマンドを使用して、HTTPおよ
び HTTPSを有効にします。

2 Webブラウザを起動し、アプライアンスの IPア
ドレスを入力します

loadlicenseコマンドを使用します。詳細について

は、資料, （11ページ）のリンクから利用できる
仮想電子メールセキュリティアプライアンス

をセットアップする場合は、お使いの仮想アプ

ライアンスのライセンスをロードしてくださ

い。

ステップ 8   

『Content Security Virtual Appliance Installation Guide』
を参照してください。

参照先：システムセットアップウィザードの使用,
（38ページ）

システムの基本設定を行います。ステップ 9   

アプライアンスへの接続方式の決定

Eメールセキュリティアプライアンスを環境に正常にセットアップするには、Eメールセキュリ
ティアプライアンスをネットワークに接続する方法に関する重要なネットワーク情報をネット

ワーク管理者から収集する必要があります。

アプライアンスへの接続

初期セットアップ時に、次の 2つのいずれかの方式で、アプライアンスに接続できます。

表 2：アプライアンスに接続するオプション

PCとネットワークの間およびネットワークと管理ポートの間のイーサネッ
ト接続です。工場出荷時に管理ポートに割り当てられている IPv4アドレス
は 192.168.42.42です。ご使用のネットワークコンフィギュレーションで使
用可能であれば、この方法による接続が手軽です。

Ethernet
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シリアル通信によって PCとシリアルコンソールポートが接続されます。
イーサネット方式を使用できない場合は、コンピュータとアプライアンスを

シリアル同士でストレート接続すると、代替ネットワーク設定値を管理ポー

トに適用できるまでの代用になります。ピン割り当ての詳細については、シ

リアル接続経由での Eメールセキュリティアプライアンスへのアクセス,
（1262ページ）を参照してください。シリアルポートの通信設定値は次のと
おりです。

Bits per second：9600

データビット：8

パリティ：なし

ストップビット：1

フロー制御：ハードウェア

シリアル

初期接続方式は、最終的な方式でないことに留意してください。このプロセスは、初期設定だ

けに適用されます。ネットワーク設定値を後で変更して、別の接続方式を使用できます（詳細

については、FTP、SSH、およびSCPアクセス,（1257ページ）を参照してください）。アプラ
イアンスを利用するための管理者権限が異なる、複数のユーザアカウントを作成することも

できます（詳細については、ユーザの追加, （943ページ）を参照してください）。

（注）

ネットワークアドレスと IP アドレスの割り当ての決定
IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を使用できます。

管理およびデータポート用のデフォルト IP アドレス
管理ポート（C170およびC190アプライアンスのData 1ポート）に事前に設定されている IPアド
レスは、192.168.42.42です。

電子メールを受信および配信するネットワーク接続の選択

大部分のユーザは、Eメールセキュリティアプライアンスから 2つのネットワークに接続するこ
とによって、アプライアンス上の 2つの Dataイーサネットポートを利用します。

•プライベートネットワークでは、内部システム宛てのメッセージを受け入れて配信します。

•パブリックネットワークでは、インターネット宛てのメッセージを受け入れて配信します。

1つの Dataポートだけを両方の機能に使用するユーザもいます。Managementイーサネットポー
トでは任意の機能をサポートできますが、グラフィカルユーザインターフェイスとコマンドライ

ンインターフェイスを利用するために事前設定されています。
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物理イーサネットポートへの論理 IP アドレスのバインド
着信と発信の電子メールトラフィックを個別のリスナーおよび個別の IPアドレスで分離できま
す。インターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）およびバージョン 6（IPv6）アドレスを使
用できます。ただし、アプライアンスのシステムセットアップウィザードでは、次の設定を持つ

初期設定をサポートしています。

•個別の物理インターフェイスに設定された 2個の論理 IPv4アドレスおよび 2個の IPv6アド
レス上の 2つの個別リスナー

◦着信と発信のトラフィックの分離

◦ IPv4アドレスおよび IPv6アドレスを各リスナーに割り当てることができます。

• 1つの物理インターフェイスに設定された 1つの論理 IPv4アドレス上の 1つのリスナー

◦着信と発信の両トラフィックの組み合わせ

◦ IPv4アドレスおよび IPv6アドレスの両方ともリスナーに割り当てることができます。

Eメールセキュリティアプライアンスは、1つのリスナーで IPv4アドレスと IPv6アドレスの両
方をサポートできます。リスナーは両方のアドレスでメールを受け入れます。リスナーの設定は

すべて、IPv4と IPv6両方のアドレスに適用されます。

接続用ネットワーク設定値の選択

使用することを選択した各イーサネットポートに関する次のネットワーク情報が必要になりま

す。

• IPアドレス（IPv4または IPv6、あるいはその両方）

• CIDR形式の IPv4アドレスのネットマスク

• CIDR形式の IPv6アドレスのプレフィックス

さらに、ネットワーク全体に関する次の情報も必要になります。

•ネットワークのデフォルトルータ（ゲートウェイ）の IPアドレス

• DNSサーバの IPアドレスおよびホスト名（インターネットルートサーバを使用する場合は
不要）

• NTPサーバのホスト名または IPアドレス（シスコのタイムサーバを使用する場合は不要）

詳細については、ネットワークと IPアドレスの割り当て, （1265ページ）を参照してください。
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インターネットと Eメールセキュリティアプライアンスの間でファイアウォールを稼働して
いるネットワークの場合は、アプライアンスを正常に機能させるために、特定のポートを開け

る必要がある場合があります。詳細については、ファイアウォール情報,（1291ページ）を参
照してください。

（注）

セットアップ情報の収集

これで、システムセットアップウィザードで必要な内容を選択するための要件および戦略が判明

したため、この項を参照しながら次の表を使用して、システムのセットアップに関する情報を収

集してください。

ネットワークおよび IPアドレスの詳細については、ネットワークと IPアドレスの割り当て, （
1265ページ）を参照してください。Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスを設定する
場合は、Ciscoコンテンツ（Mシリーズ）セキュリティ管理アプライアンスの集中型サービス, （
1243ページ）を参照してください。

表 3：システムセットアップワークシート：2 個のリスナーによる電子メールトラフィックの分離

システム設定（System
Settings）

デフォルトのシステムホスト

名（Default System
Hostname）：

システムアラートメールの送

信先（Email System Alerts
To）：

定期レポートの送信先（Deliver
Scheduled Reports To）：

タイムゾーン情報（Time Zone
Information）：

NTPサーバ：

管理者パスフレーズ：

イネーブル/ディセーブルSenderBaseネットワークに参加:
（SenderBase Network
Participation:）

イネーブル/ディセーブルオートサポート:
（AutoSupport:）
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システム設定（System
Settings）

ネットワークインテグレーショ

ン（Network Integration）

[ゲートウェイ（Gateway）]：

DNS:（インターネットまたは
独自指定）

インターフェイス

データ1ポート（Data 2 Port）

IPv4アドレス/ネットマスク:
（IPv4 Address / Netmask:）

IPv6アドレス/プレフィックス:
（IPv6 Address / Prefix:）

完全なホスト名:（Fully
Qualified Hostname:）

[接続先（Destination）]ドメイン（Domain）受信メールの受け入れ:（Accept
Incoming Mail:）

システム（System）外部への送信メールを中継:
（Relay Outgoing Mail:）

データ2ポート（Data 2 Port）

IPv4アドレス/ネットマスク:
（IPv4 Address / Netmask:）

IPv6アドレス/プレフィックス:
（IPv6 Address / Prefix:）

完全なホスト名:（Fully
Qualified Hostname:）

[接続先（Destination）]ドメイン（Domain）受信メールの受け入れ:（Accept
Incoming Mail:）
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システム設定（System
Settings）

システム（System）外部への送信メールを中継:
（Relay Outgoing Mail:）

管理ポート（Management
Port）

[IPアドレス（IP Address）]：

ネットワークマスク:（Network
Mask:）

IPv6アドレス:（IPv6Address:）

プレフィックス:（Prefix:）

完全なホスト名:（Fully
Qualified Hostname:）

[接続先（Destination）]ドメイン（Domain）受信メールの受け入れ:（Accept
Incoming Mail:）

システム（System）外部への送信メールを中継:
（Relay Outgoing Mail:）

メッセージセキュリティ

（Message Security）

イネーブル/ディセーブルSenderBaseレピュテーション
フィルタ:（SenderBase
Reputation Filtering:）

なし/IronPortAnti-Spam Scanning Engine

イネーブル/ディセーブルMcAfee Anti-Virus Scanning
Engine

イネーブル/ディセーブルSophos Anti-Virus Scanning
Engine

イネーブル/ディセーブルアウトブレイクフィルタ

（Outbreak Filters）
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表 4：システムセットアップワークシート：1 個のリスナーをすべての電子メールトラフィックに使用

システム設定（System
Settings）

デフォルトのシステムホスト

名（Default System
Hostname）：

システムアラートメールの送

信先（Email System Alerts
To）：

定期レポートの送信先:（Deliver
Scheduled Reports To:）

タイムゾーン:（Time Zone:）

NTPサーバ：

管理者パスフレーズ：

イネーブル/ディセーブルSenderBaseネットワークに参加:
（SenderBase Network
Participation:）

イネーブル/ディセーブルオートサポート:
（AutoSupport:）

ネットワークインテグレーショ

ン（Network Integration）

[ゲートウェイ（Gateway）]：

DNS:（インターネットまたは
独自指定）

インターフェイス

データ2ポート（Data 2 Port）

IPv4アドレス/ネットマスク:
（IPv4 Address / Netmask:）

IPv6アドレス/プレフィックス:
（IPv6 Address / Prefix:）
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システム設定（System
Settings）

完全なホスト名:（Fully
Qualified Hostname:）

[接続先（Destination）]ドメイン（Domain）受信メールの受け入れ:（Accept
Incoming Mail:）

システム（System）外部への送信メールを中継:
（Relay Outgoing Mail:）

データ1ポート（Data 1 Port）

IPv4アドレス/ネットマスク:
（IPv4 Address / Netmask:）

IPv6アドレス/プレフィックス:
（IPv6 Address / Prefix:）

完全なホスト名:（Fully
Qualified Hostname:）

メッセージセキュリティ

（Message Security）

イネーブル/ディセーブルSenderBaseレピュテーション
フィルタ:（SenderBase
Reputation Filtering:）

なし/IronPortAnti-Spam Scanning Engine

イネーブル/ディセーブルMcAfee Anti-Virus Scanning
Engine

イネーブル/ディセーブルSophos Anti-Virus Scanning
Engine

イネーブル/ディセーブルアウトブレイクフィルタ

（Outbreak Filters）
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システムセットアップウィザードの使用
初期セットアップではシステムセットアップウィザードを使用して、設定に漏れがないようにす

る必要があります。後で、システムセットアップウィザードで利用できないカスタムオプショ

ンを設定できます。

ブラウザまたはコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、システム設定ウィザード
を実行できます。詳細については、Webベースのグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）
へのアクセス, （38ページ）またはコマンドラインインターフェイス（CLI）システムセット
アップウィザードの実行, （50ページ）を参照してください。

開始する前に、システムセットアップの準備, （29ページ）にある前提条件をクリアします。

仮想 Eメールセキュリティアプライアンスをセットアップする場合は、システムセットアッ
プウィザードを実行する前に、仮想アプライアンスのライセンスをロードするために loadlicense
コマンドを使用する必要があります。詳細については、『CiscoContent Security Virtual Appliance
Installation Guide』を参照してください。

注意

システムセットアップウィザードでは、システムを完全に再設定します。システムセット

アップウィザードは、アプライアンスをまったく初めて設置する場合か、既存の設定を上書

きする場合に限り使用してください。

注意

Eメールセキュリティアプライアンスは、すべてのハードウェアの管理ポートにデフォルト
IPアドレスの 192.168.42.42を設定した状態で出荷されます（Data 1ポートを代わりに使用す
る C170および C190アプライアンスを除く）。アプライアンスをネットワークに接続する前
に、他の装置の IPアドレスが、この工場出荷時のデフォルト設定と競合していないことを確
認してください。Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスを設定する場合は、Cisco
コンテンツ（Mシリーズ）セキュリティ管理アプライアンスの集中型サービス,（1243ページ）
を参照してください。

注意

工場出荷時の設定を持つ複数のコンテンツセキュリティアプライアンスをネットワークに接続す

る場合は、1つずつ追加して、各アプライアンスのデフォルト IPアドレスを順に再設定してくだ
さい。

Web ベースのグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）へのアク
セス

Webベースのグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）を利用するには、Webブラウザを開
き、192.168.42.42を表示します。
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工場出荷時のデフォルトユーザ名とパスフレーズ

•ユーザ名：admin

•パスフレーズ：ironport

例：

login: admin
passphrase: ironport

セッションがタイムアウトした場合は、ユーザ名とパスフレーズの再入力が求められます。シ

ステムセットアップウィザードの実行中にセッションがタイムアウトした場合は、最初から

やり直す必要があります。

（注）

Web ベースのシステムセットアップウィザードを使用した基本設定
の定義

ステップ 1 システムセットアップウィザードの起動

• Webベースのグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）へのアクセス, （38ページ）に記載さ
れている方法で、グラフィカルユーザインターフェイスにログインします。

•新規のシステム（先行リリースの AsyncOSからのアップグレードなし）の場合は、ブラウザがシス
テムセットアップウィザードに自動的にリダイレクトされます。

•それ以外の場合は、[システム管理（SystemAdministration）]タブで、左方のリンクリストから [シス
テムセットアップウィザード（System Setup Wizard）]をクリックします。

ステップ 2 [開始（Start）]。手順 1：開始, （40ページ）を参照してください。

•ライセンス契約書の参照と受諾

ステップ 3 システム。手順 2：システム, （40ページ）を参照してください。

•アプライアンスのホスト名の設定

•アラート、レポート配信、および AutoSupportの設定

•システム時刻と NTPサーバの設定

• adminパスフレーズのリセット

• SenderBase Network Participationのイネーブル化

ステップ 4 [ネットワーク（Network）]。手順 3：ネットワーク, （42ページ）を参照してください。
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デフォルトルータおよび DNS設定値の定義•

•ネットワークインターフェイスの有効化および構成：これには受信メール（受信リスナー）の設定、
SMTPルートの定義（任意）、送信メール（送信リスナー）の設定、およびアプライアンスを介した
メールの中継が許可されるシステムの定義が含まれます。

ステップ 5 [セキュリティ（Security）]。手順 4：セキュリティ, （46ページ）を参照してください。

• SenderBaseレピュテーションフィルタリングのイネーブル化

•スパム対策サービスのイネーブル化

•スパム隔離のイネーブル化

• Anti-Virusサービスのイネーブル化

•高度なマルウェア防御のイネーブル化（ファイルレピュテーションおよび分析サービス）

•アウトブレイクフィルタサービスのイネーブル化

ステップ 6 [レビュー（Review）]。手順 5：レビュー, （48ページ）を参照してください。

•セットアップのレビューおよび設定のインストール

•手順の最後に表示されるプロンプト

ステップ 7 変更点の確定

確定するまで、変更は有効になりません。

手順 1：開始
ライセンス契約書の参照から開始します。ライセンス契約書を参照し、同意する場合は、同意す

ることを示すボックスをオンにし、[セットアップの開始（Begin Setup）]をクリックして続行し
ます。

契約書の文面は次の場所でも参照できます。https://support.ironport.com/license/eula.html

手順 2：システム

ホスト名の設定

Eメールセキュリティアプライアンスの完全修飾ホスト名を定義します。この名前は、ネット
ワーク管理者が割り当てる必要があります。
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システムアラートの設定

ユーザの介入を必要とするシステムエラーが発生した場合、Cisco AsyncOSでは、電子メールで
アラートメッセージを送信します。このアラートの送信先として使用する電子メールアドレス

（複数可）を入力します。

システムアラートを受信する電子メールアドレスを 1つ以上追加する必要があります。単一の電
子メールアドレスか、カンマで区切った複数アドレスを入力します。当初、この電子メール受信

者は、ディレクトリ獲得攻撃対策アラート以外のすべてのタイプおよびすべてのレベルのアラー

トを受信します。後で、アラートコンフィギュレーションをさらに詳細化できます。詳細につい

ては、アラート（Alerts）, （1008ページ）を参照してください。

レポート配信の設定

デフォルトのスケジュール済みレポートの送信先にするアドレスを入力します。この値をブラン

クにしても、スケジュール済みレポートは引き続き実行されます。スケジュール済みレポートは

配信されませんが、アプライアンス上にアーカイブされます。

時間の設定

Eメールセキュリティアプライアンス上にタイムゾーンを設定して、メッセージヘッダーおよ
びログファイルのタイムスタンプが正確に表示されるようにします。ドロップダウンメニューを

使用して時間帯を見つけるか、GMTオフセットによって時間帯を定義します（詳細については、
GMTオフセットの選択, （1039ページ）を参照してください）。

システムクロック時刻は、後で手動によって設定するか、ネットワークタイムプロトコル（NTP）
を使用してネットワーク上またはインターネット上の他のサーバと時刻を同期することもできま

す。デフォルトでは、Cisco Systemsのタイムサーバ（time.ironport.com）と時刻を同期するエント
リ 1つがアプライアンスにすでに設定されています。

パスフレーズの設定

adminアカウントのパスフレーズを設定します。この手順は必須です。Cisco AsyncOSの adminア
カウントのパスフレーズを変更する場合、新しいパスフレーズは、6文字以上でなければなりま
せん。パスフレーズは、必ず安全な場所に保管してください。

SenderBase ネットワークへの参加

SenderBaseは、電子メール管理者による送信者の調査、電子メールの正規送信元の識別、および
スパム送信者のブロックに役立つように設計された、電子メールのレピュテーションサービスで

す。

SenderBaseネットワークへの参加に同意した場合、シスコは、組織の電子メールトラフィックを
集約した統計情報を収集します。これには、メッセージ属性の要約データおよび Eメールセキュ
リティアプライアンスがどのように各種メッセージを処理したかに関する情報のみが含まれてい

ます。たとえば、シスコは、メッセージの本文もメッセージの件名も収集しません。個人を特定

できる情報や、組織を特定する情報は、機密情報として扱われます。収集されるデータの例など、

SenderBaseの詳細については、[共有対象データの詳細については、ここをクリック（Click here
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for more information about what data is being shared...）]リンクをクリックしてください（FAQ, （1078
ページ）を参照）。

SenderBaseネットワークに参加する場合は、[メールをベースとする脅威の特定、排除を目的とし
て、IronPortがメールの匿名統計を収集およびSenderBaseに対しレポートすることを許可（Allow
IronPort to gather anonymous statistics on email and report them to SenderBase in order to identify and stop
email-based threats）]の横のボックスをオンにし、[承認（Accept）]をクリックします。

詳細については、SenderBaseネットワークに参加, （1077ページ）を参照してください。

AutoSupport のイネーブル化

AutoSupport機能（デフォルトで有効）では、ご使用のアプライアンスに関する問題をシスコカス
タマーサポートチームが認識しておくことで、適切なサポートを提供できるようにします。（詳

細については、AutoSupport, （1008ページ）を参照してください）。

[次へ（Next）]をクリックして続行します。

手順 3：ネットワーク
手順 3では、デフォルトルータ（ゲートウェイ）を定義し、DNS設定値を設定してから、Data 1
インターフェイス、Data 2インターフェイス、およびManagementインターフェイスを設定するこ
とにより、電子メールの受信やリレーを行うようにアプライアンスをセットアップします。

DNS とデフォルトゲートウェイの設定

ネットワーク上のデフォルトルータ（ゲートウェイ）の IPアドレスを入力します。IPv4アドレ
ス、IPv6アドレス、またはその両方を使用できます。

次に、Domain Name Service（DNS）を設定します。Cisco AsyncOSには、インターネットのルー
トサーバに直接問い合わせできる、高性能な内部 DNSリゾルバ/キャッシュが組み込まれていま
すが、指定したDNSサーバを使用することもできます。独自のサーバを使用する場合は、各DNS
サーバの IPアドレスおよびホスト名を指定する必要があります。システムセットアップウィザー
ドから入力できる DNSサーバは 4台までです。入力した DNSサーバの初期プライオリティは 0
になっていることに注意してください。詳細については、ドメインネームシステム（DNS）設定
値の構成, （1033ページ）を参照してください。

アプライアンスでは、着信接続のための DNSルックアップを実行するために、稼働中の DNS
サーバを利用できる必要があります。アプライアンスをセットアップするときにアプライアン

スからアクセス可能な稼動中の DNSサーバを指定できない場合は、[インターネットルート
DNSサーバを使用（Use Internet Root DNS Server）]を選択するか、Managementインターフェ
イスの IPアドレスを一時的に指定することを回避策として、システムセットアップウィザー
ドを完了できます。

（注）

ネットワークインターフェイスの設定

Eメールセキュリティアプライアンスには、マシンの物理イーサネットポートに関連付けられた
ネットワークインターフェイスがあります。
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インターフェイスを使用するには、[有効（Enable）]チェックボックスをオンにし、IPアドレス、
ネットワークマスク、および完全修飾ホスト名を指定します。入力する IPアドレスは、DNSレ
コードに反映されている、インバウンドメール用のアドレスである必要があります。通常、この

アドレスには、DNSでMXレコードと関連付けられています。IPv4アドレス、IPv6アドレス、ま
たはその両方を使用できます。両方使用すると、インターフェイスは両方のタイプの接続を受け

入れます。

各インターフェイスは、メールを受け入れる（着信）、電子メールをリレーする（発信）、また

はアプライアンスを管理するように設定できます。セットアップ時は、このいずれかに制限され

ます。ほとんどのアプライアンスでは、通常、インターフェイスの1つを着信用、1つを発信用、
1つをアプライアンス管理用に使用します。C170および C190アプライアンスでは、1つのイン
ターフェイスを着信と発信の両方のメール用に使用し、もう 1つのインターフェイスを管理用に
使用することが一般的です。

インターフェイスの 1つは、電子メールの受信用に設定する必要があります。

アプライアンスのいずれかの物理イーサネットインターフェイスに論理 IPアドレスを割り当て
て、設定します。Data 1イーサネットポートとData 2イーサネットポートの両方を使用する場合
は、両方の接続に対してこの情報が必要です。

C370、C670、X1070、C380、C680、C390、および C690アプライアンスの場合：シスコでは、パ
ブリックリスナーを介して着信電子メールを受信するためにインターネットに直接接続するよう

に物理イーサネットポートの 1つを使用し、プライベートリスナーを介して発信電子メールをリ
レーするために内部ネットワークに直接接続するようにもう 1つの物理イーサネットポートを使
用することを推奨しています。

C170および C190アプライアンスの場合：通常は、インバウンド電子メールの受信とアウトバウ
ンド電子メールのリレーの両方のために、リスナー 1つの物理イーサネットポート 1つだけが、
システムセットアップウィザードによって設定されます。

物理イーサネットポートへの論理 IPアドレスのバインド, （32ページ）を参照してください。

次の情報が必要です。

•ネットワーク管理者によって割り当てられた IPアドレス。IPv4アドレス、IPv6アドレス、
またはその両方を使用できます。

• IPv4アドレスの場合：インターフェイスのネットマスク。AsyncOSは、CIDR形式のネット
マスクだけを受け入れます。たとえば、255.255.255.0サブネットの /24など。

IPv6アドレスの場合：CIDR形式のプレフィックス。64ビットプレフィックスの /64など。

•（任意）IPアドレスの完全修飾ホスト名。

同じサブネットに含まれる IPアドレスを、別々の物理イーサネットインターフェイスには設
定できません。ネットワークおよび IPアドレスのコンフィギュレーションの詳細については、
ネットワークと IPアドレスの割り当て, （1265ページ）を参照してください。

（注）
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メールの受け入れ

メールを受け入れるようにインターフェイスを設定する場合は、次の内容を定義します。

•受け入れるメールの宛先のドメイン

•各ドメインの宛先（SMTPルート）（任意）

[受信メールの受け入れ（Accept Incoming Mail）]のチェックボックスをオンにし、メールを受け
入れるインターフェイスを設定します。受け入れるメールのドメインの名前を入力します。

[宛先（Destination）]を入力します。これは、SMTPルートまたは指定したドメイン宛ての電子
メールをルーティングするマシンの名前です。

これは、最初の SMTPルートエントリです。SMTPルートテーブルを使用すると、入力する各ド
メイン宛てのすべての電子メール（受信者アクセステーブル（RAT）エントリとも呼ぶ）を特定
のMail Exchange（MX）ホストにリダイレクトできます。標準インストールの場合、SMTPルー
トテーブルでは、特定のグループウェアサーバ（たとえば、Microsoft Exchange）やインフラスト
ラクチャの電子メール配信における「次のホップ」を定義します。

たとえば、ドメイン example.comかそのすべてのサブドメイン .example.comのいずれか宛てメー

ルを受け入れた場合に、グループウェアサーバ exchange.example.comにルーティングするよう指

定するルートを定義できます。

ドメインおよび宛先は、複数入力できます。ドメインをさらに追加するには、[行を追加（Add
Row）]をクリックします。行を削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックします。

この手順での SMTPルートの設定は任意です。SMTPルートを定義していない場合は、リス
ナーが受信した着信メールの配信ホストの検索と決定に、DNSが使用されます（ローカルド
メインの電子メールのルーティング, （685ページ）を参照）。

（注）

ドメインを受信者アクセステーブルに少なくとも 1つ追加する必要があります。ドメイン、たと
えば、example.comを入力します。example.netのいずれのサブドメイン宛てのメールとも必ず一

致させるために、ドメイン名の他に .example.netも受信者アクセステーブルに入力します。詳細

については、受信者アドレスの定義, （152ページ）を参照してください。

メールリレー（任意）

メールをリレーするようにインターフェイスを設定するときは、アプライアンスを介して電子メー

ルのリレーを許可するよう、システムを定義します。

リスナーのホストアクセステーブルにある RELAYLIST内のエントリを使用します。詳細につい
ては、送信者グループの構文, （113ページ）を参照してください。

[外部への送信メールを中継（RelayOutgoingMail）]のチェックボックスをオンにし、メールをリ
レーするインターフェイスを設定します。アプライアンスを介してメールをリレーできるホスト

を入力します。
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アウトバウンドメールをリレーするようにインターフェイスを設定すると、そのインターフェイ

スを使用するパブリックリスナーが設定されている場合を除き、そのインターフェイスのSSHが
システムセットアップウィザードによってオンにされます。

次の例では、IPv4アドレスの 2個のインターフェイスが作成されます。

• 192.168.42.42は、引き続きManagementインターフェイスに設定されます。

• 192.168.1.1は、Data 1イーサネットインターフェイスでイネーブルになります。.example.com
で終わるドメイン宛てのメールを受け入れるように設定されており、exchange.example.com
宛ての SMTPルートが定義されています。

• 192.168.2.1は、Data 2イーサネットインターフェイスでイネーブルになります。
exchange.example.comからのメールをリレーするように設定されます。

C370、C670、X1070、C380、C680、C390、および C690 のインストール

図 3：ネットワークインターフェイス：Management および追加のインターフェイス x 2（トラフィックの分
離）

C170 および C190 のインストール

C170および C190アプライアンスの場合は、着信と発信の両方のメール用に Data 2インターフェ
イスを設定し、アプライアンス管理用に Data 1インターフェイスを設定することが一般的です。
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すべての電子メールトラフィック用に単一の IPアドレスを設定する場合（トラフィックの分離な
し）、システムセットアップウィザードの手順 3は次のようになります。

図 4：ネットワークインターフェイス：着信と発信の（分離されない）トラフィック用に 1 つの IP アドレス

[次へ（Next）]をクリックして続行します。

手順 4：セキュリティ
手順 4では、アンチスパム設定値およびアンチウイルス設定値を設定します。アンチスパムオプ
ションには、SenderBaseレピュテーションフィルタリングとアンチスパムスキャンエンジンの
選択が含まれます。アンチウイルスについては、アウトブレイクフィルタおよび Sophosまたは
McAfeeのアンチウイルススキャンをイネーブルにできます。

SenderBase レピュテーションフィルタリングのイネーブル化

SenderBaseレピュテーションサービスは、スタンドアロンのスパム対策ソリューションとしても
使用できますが、コンテンツベースのスパム対策システム（Anti-Spamなど）の有効性を高める
ことを主な目的としています。

SenderBaseレピュテーションサービス（http://www.SenderBase.org）には、リモートホストの接続
IPアドレスに基づいて、陽性と疑わしいスパムをユーザが拒否したり、制限したりするための正
確で柔軟な方法が備わっています。SenderBaseレピュテーションサービスは、特定の送信元から
のメッセージがスパムである確率に基づく評点を返します。SenderBaseレピュテーションサービ
スは、電子メールメッセージの量をグローバルに表示して、電子メールの送信元の識別とグルー

プ化を容易にする方法でデータを編成している点で独特です。SenderBaseレピュテーションフィ
ルタリングをイネーブルにすることを強く推奨しています。

イネーブルにしたSenderBaseレピュテーションフィルタリングは、着信（受け入れ）リスナーで
適用されます。
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アンチスパムスキャンのイネーブル化

アプライアンスには、スパム対策ソフトウェアの 30日間評価キーが付属している場合がありま
す。システムセットアップウィザードのこの部分では、アプライアンスでAnti-Spamをグローバ
ルでイネーブルにすることを選択できます。スパム対策サービスをイネーブルにしないことも選

択できます。

スパム対策サービスをイネーブルにする場合は、スパムおよび陽性と疑わしいスパムメッセージ

をローカルスパム隔離に送信するように、AsyncOSを設定できます。スパム隔離は、アプライア
ンスのエンドユーザ隔離として機能します。エンドユーザのアクセス権を設定していないうちは、

管理者だけが隔離を利用できます。

アプライアンスで使用可能なすべての Anti-Spam設定オプションについては、スパム対策, （349
ページ）を参照してください。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, （
889ページ）を参照してください。

アンチウイルススキャンのイネーブル化

アプライアンスには、Sophos Anti-VirusまたはMcAfee Anti-Virusスキャンエンジンの 30日間評
価キーが付属している場合があります。システムセットアップウィザードのこの部分では、アプ

ライアンスでウイルス対策スキャンエンジンをグローバルでイネーブルにすることを選択できま

す。

ウイルス対策スキャンエンジンを有効にすると、デフォルトの着信メールポリシーおよびデフォ

ルトの発信メールポリシーの両方について有効になります。アプライアンスでは、メールをス

キャンしてウイルスを検出しますが、感染した添付ファイルの修復は行いません。アプライアン

スでは、感染したメッセージをドロップします。

アプライアンスで使用可能なすべてのウイルス対策設定オプションについては、アンチウイルス,
（327ページ）を参照してください。

高度なマルウェア防御のイネーブル化（ファイルレピュテーションおよび分析サービス）

高度なマルウェア防御では、クラウドベースのサービスから添付ファイルのレピュテーション情

報を取得します。

詳細については、次を参照してください。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, （463ページ）

アウトブレイクフィルタのイネーブル化

アプライアンスには、アウトブレイクフィルタの 30日間評価キーが付属している場合がありま
す。アウトブレイクフィルタは、従来のウイルス対策セキュリティサービスが新しいウイルス

シグニチャファイルで更新されるまで、疑わしいメッセージを隔離することで、新種ウイルスの

発生に対する「第一の防衛ライン」になります。

詳細については、アウトブレイクフィルタ, （399ページ）を参照してください。

[次へ（Next）]をクリックして続行します。
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手順 5：レビュー
設定情報のサマリーが表示されます。[システム設定（SystemSettings）]、[ネットワークインテグ
レーション（Network Integration）]、および [メッセージセキュリティ（Message Security）]の情
報は、[前へ（Previous）]ボタンをクリックするか、各セクションの右上にある対応する [編集
（Edit）]リンクをクリックすることによって編集できます。変更を加える手順まで戻った場合
は、再度このレビューページに至るまで、残りの手順を進める必要があります。以前に入力した

設定は、すべて残っています。

表示されている情報が要件を満たしていれば、[この設定をインストール（InstallThisConfiguration）]
をクリックします。

確認のダイアログが表示されます。[インストール（Install）]をクリックして、新しい設定をイン
ストールします。

これで、アプライアンスが電子メールを送信できる状態になりました。

アプライアンスへの接続に使用するインターフェイス（C370、C670、X1070、C380、C680、
C390、およびC690アプライアンスの管理インターフェイス、またはC170およびC190アプラ
イアンスの Data 1インターフェイス）の IPアドレスをデフォルトから変更した場合は、[イン
ストール（Install）]をクリックすると、現在の URL（http://192.168.42.42）への接続が失われ
ます。ただし、ブラウザは、新しい IPアドレスにリダイレクトされます。

（注）

システムセットアップが完了すると、複数のアラートメッセージが送信されます。詳細について

は、即時アラート, （64ページ）を参照してください。

Active Directory への接続の設定
システムセットアップウィザードによって Eメールセキュリティアプライアンスに設定が正し
くインストールされると、ActiveDirectoryWizardが表示されます。ネットワークでActiveDirectory
サーバを稼動している場合は、Active Directory Wizardを使用して、Active Directoryサーバ用の
LDAPサーバプロファイルの設定と、受信者検証用リスナーの割り当てを行う必要があります。
Active Directoryを使用していないか、後で設定する場合は、[このステップをスキップ（Skip this
Step）]をクリックします。Active Directory Wizardは、[システム管理（System Administration）] >
[Active Directoryウィザード（Active DirectoryWizard）]ページで実行できます。Active Directoryお
よびその他のLDAPプロファイルは、[システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP]ページで
も設定できます。

Active Directory Wizardでは、認証方式、ポート、ベース DN、および SSLをサポートするかどう
かなど、LDAPサーバプロファイルの作成に必要なシステム情報を取得します。Active Directory
Wizardでは、LDAPサーバプロファイル用のLDAP許可クエリーおよびグループクエリーも作成
します。
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Active Directory Wizardによって LDAPサーバプロファイルが作成されてから、[システム管理
（System Administration）] > [LDAP]ページを使用して新規プロファイルを表示し、さらに変更を
加えます

ステップ 1 [Active Directoryウィザード（Active Directory Wizard）]ページで [Active Directoryウィザードを実行（Run
Active Directory Wizard）]をクリックします。

ステップ 2 Active Directoryサーバのホスト名を入力します。
ステップ 3 認証要求のためのユーザ名およびパスフレーズを入力します。

ステップ 4 [次へ（Next）]をクリックして続行します。
Active Directoryサーバへの接続が Active Directory Wizardによってテストされます。成功すると、[ディレ
クトリ設定のテスト（Test Directory Settings）]ページが表示されます。

ステップ 5 Active Directoryに存在すると判明している電子メールアドレスを入力し、[テスト（Test）]をクリックす
ることによって、ディレクトリ設定値をテストします。結果が [接続ステータス（Connection Status）]
フィールドに表示されます。

ステップ 6 [完了（Done）]をクリックします。

次の手順

Active Directory Wizardと連携するようにアプライアンスを正常に設定するか、処理をスキップす
ると、[システムセットアップの次のステップ（SystemSetupNextSteps）]ページが表示されます。

[システムセットアップの次のステップ（System Setup Next Steps）]ページのリンクをクリックし
て、アプライアンスの設定を続行します。

コマンドラインインターフェイス（CLI）へのアクセス
CLIへのアクセスは、アプライアンスへの接続, （30ページ）で選択した管理接続方式によって
異なります。工場出荷時のデフォルトユーザ名およびパスフレーズを次に示します。当初は、

adminユーザアカウントだけが CLIにアクセスできます。adminアカウントを介してコマンドラ
インインターフェイスに初回アクセスしたうえで、さまざまな許可レベルの他のユーザを追加で

きます（ユーザの追加の詳細については、ユーザの追加,（943ページ）を参照してください）。
システムセットアップウィザードで、adminアカウントのパスフレーズを変更するように要求さ
れます。adminアカウントのパスフレーズは、passphraseコマンドを使用して、任意の時点で直

接再設定することもできます。

イーサネットを介して接続する場合は、工場出荷時のデフォルト IPアドレスの192.168.42.42を使
用して SSHセッションを開始します。SSHは、ポート 22を使用するように設定されています。
下記のユーザ名とパスフレーズを入力します。

シリアル接続を介して接続する場合は、パーソナルコンピュータのシリアルケーブルが接続され

ている通信ポートを使用して端末セッションを開始します。アプライアンスへの接続, （30ペー
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ジ）に示されているシリアルポートの設定値を使用してください。下記のユーザ名とパスフレー

ズを入力します。

ユーザ名およびパスフレーズを入力してアプライアンスにログインします。

工場出荷時のデフォルトユーザ名とパスフレーズ

•ユーザ名：admin

•パスフレーズ：ironport

例：

login: admin
passphrase: ironport

セッションがタイムアウトした場合は、ユーザ名とパスフレーズの再入力が求められます。シ

ステムセットアップウィザードの実行中にセッションがタイムアウトした場合は、最初から

やり直す必要があります。

（注）

コマンドラインインターフェイス（CLI）システムセットアップウィ
ザードの実行

CLIバージョンのシステムセットアップウィザードの手順は、基本的にGUIバージョン同様です
が、次のわずかな例外があります。

• CLIバージョンには、Webインターフェイスをイネーブルにするプロンプトが含まれていま
す。

• CLIバージョンでは、作成する各リスナーのデフォルトメールフローポリシーを編集でき
ます。

• CLIバージョンには、グローバルなウイルス対策セキュリティとアウトブレイクフィルタセ
キュリティを設定するためのプロンプトが含まれています。

• CLIバージョンでは、システムセットアップの完了後に LDAPプロファイルを作成すること
を指示されません。ldapconfigコマンドを使用して LDAPプロファイルを作成してくださ
い。

システムセットアップウィザードを実行するには、コマンドプロンプトで systemsetupと入力し

ます。

IronPort> systemsetup
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システムを再設定するようシステムセットアップウィザードから警告が出されます。アプライア

ンスをまったく初めて設置する場合か、既存の設定を完全に上書きする場合は、この質問に [はい
（Yes）]と回答します。

WARNING: The system setup wizard will completely delete any existing

'listeners' and all associated settings including the 'Host Access Table' -
mail operations may be interrupted.

Are you sure you wish to continue? [Y]> Y

以降のシステムセットアップ手順については、次で説明します。CLIバージョンのシステム
セットアップウィザード対話の例には、Webベースのシステムセットアップウィザードを使
用した基本設定の定義, （39ページ）で説明した GUIバージョンのシステムセットアップ
ウィザードから逸脱する部分だけを含めてあります。

（注）

admin パスフレーズの変更
まず、AsyncOSの adminアカウントのパスフレーズを変更します。続行するには、現在のパスフ
レーズを入力する必要があります。新しいパスフレーズは 6文字以上の長さにする必要がありま
す。パスフレーズは、必ず安全な場所に保管してください。パスフレーズの変更は、システム

セットアッププロセスを終了した時点で有効になります。

ライセンス契約書の受諾

表示されるソフトウェアライセンス契約書を参照して受諾します。

ホスト名の設定

次に、Eメールセキュリティアプライアンスの完全修飾ホスト名を定義します。この名前は、
ネットワーク管理者が割り当てる必要があります。

論理 IP インターフェイスの割り当てと設定
次の手順では、Management（C370、C670、X1070、C380、C680、C390、およびC690アプライア
ンス）または Data 1（C170および C190アプライアンス）物理イーサネットインターフェイス上
に論理 IPインターフェイスの割り当てと設定を行います。続いて、アプライアンス上で使用可能
な他の任意の物理イーサネットインターフェイス上に論理 IPインターフェイスを設定するよう指
示されます。

各イーサネットインターフェイスに複数の IPインターフェイスを割り当てることができます。IP
インターフェイスは、IPアドレスおよびホスト名を物理イーサネットインターフェイスと関連付
ける論理構成概念です。Data 1と Data 2の両方のイーサネットポートを使用する場合は、両方の
接続用に IPアドレスとホスト名が必要です。

C370、C670、X1070、C380、C680、C390、および C690アプライアンスの場合：シスコでは、パ
ブリックリスナーを介して着信電子メールを受信するためにインターネットに直接接続するよう
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に物理イーサネットポートの 1つを使用し、プライベートリスナーを介して発信電子メールをリ
レーするために内部ネットワークに直接接続するようにもう 1つの物理イーサネットポートを使
用することを推奨しています。

C170およびC190アプライアンスの場合：デフォルトでは、着信電子メールの受信と発信電子メー
ルのリレーの両方のために、リスナー 1つの物理イーサネットポート 1つのみが systemsetupコ

マンドによって設定されます。

アウトバウンドメールをリレーするようにインターフェイスを設定すると、そのインターフェ

イスを使用するパブリックリスナーが設定されている場合を除き、そのインターフェイスの

SSHがシステムによってオンにされます。

（注）

次の情報が必要です。

•後でその IPインターフェイスを参照するために作成した名前（ニックネーム）。たとえば、
イーサネットポートの 1つをプライベートネットワーク用に使用し、もう 1つをパブリッ
クネットワーク用にしている場合は、それぞれ PrivateNetおよび PublicNetなどの名前を付
けます。

インターフェイス用に定義する名前では、大文字と小文字が区別されます。

AsyncOSでは、2つの同じインターフェイス名を作成することはできません。
たとえば、Privatenetおよび PrivateNetという名前は、異なる（一意の）2
つの名前であると見なされます。

（注）

•ネットワーク管理者によって割り当てられた IPアドレス。これは、IPv4アドレスまたは IPv6
アドレスにできます。1つの IPインターフェイスに両方のタイプの IPアドレスを割り当て
ることができます。

•インターフェイスのネットマスクネットマスクは、CIDR形式である必要があります。たと
えば、255.255.255.0サブネットでは /24を使用します。

同じサブネットに含まれる IPアドレスを、別々の物理イーサネットインター
フェイスには設定できません。ネットワークおよび IPアドレスのコンフィギュ
レーションの詳細については、ネットワークと IPアドレスの割り当て,（1265
ページ）を参照してください。

C170およびC190アプライアンスの場合、Data 2インターフェイスを最初に設
定します。

（注）

デフォルトゲートウェイの指定

systemsetupコマンドの次の部分では、ネットワークのデフォルトルータ（ゲートウェイ）の IP
アドレスを入力します。
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Web インターフェイスのイネーブル化
systemsetupコマンドの次の部分では、アプライアンス（Managementイーサネットインターフェ
イス）のWebインターフェイスを有効にします。SecureHTTP（https）を介してWebインターフェ
イスを実行することもできます。HTTPSを使用する場合は、独自の証明書をアップロードするま
で、デモ証明書が使用されます。

DNS の設定
次に、Domain Name Service（DNS）を設定します。Cisco AsyncOSには、インターネットのルー
トサーバに直接問い合わせできる、高性能な内部 DNSリゾルバ/キャッシュが組み込まれていま
すが、独自の DNSサーバを使用することもできます。独自のサーバを使用する場合は、各 DNS
サーバの IPアドレスおよびホスト名を指定する必要があります。必要な数の DNSサーバを入力
できます（各サーバのプライオリティは 0になります）。デフォルトでは、独自のDNSサーバの
アドレスを入力するよう、systemsetupから示されます。

リスナーの作成

特定の IPインターフェイスに対して設定される、着信電子メール処理サービスを「リスナー」に
よって管理します。リスナーは、内部システムまたはインターネットのいずれかから Eメールセ
キュリティアプライアンスに着信する電子メールだけに適用されます。Cisco AsyncOSは、メッ
セージを受け入れて受信者のホストにリレーするために、リスナーを使用してメッセージが満た

す必要のある基準を指定します。リスナーは、上記で指定した IPアドレス用に実行されている電
子メールリスナーであると見なすことができます（「SMTPデーモン」と見なすことさえ可能）。

C370、C670、X1070、C380、C680、C390、および C690アプライアンスの場合：デフォルトで
は、systemsetupコマンドによって 2個のリスナー（プライベート 1つ、パブリック 1つ）が設定
されます。（使用可能なリスナータイプの詳細については、電子メールを受信するためのゲート

ウェイの設定, （79ページ）を参照してください）。

C170および C190アプライアンスの場合：デフォルトでは、インターネットからのメールの受信
と内部ネットワークからの電子メールのリレーの両方に対応するパブリックリスナー 1つが
systemsetupコマンドによって設定されます。C170および C190アプライアンスのリスナーの例,
（58ページ）を参照してください。

リスナーを定義するときは、次の属性を指定します。

•後でそのリスナーを参照するために作成した名前（ニックネーム）。たとえば、インター
ネットに配信される、内部システムからの電子メールを受け入れるリスナーには、OutboundMail
などの名前を付けます。

•電子メールの受信に使用する、systemsetupコマンドで先に作成したいずれかの IPインター
フェイス。

•電子メールのルーティング先にするマシンの名前（パブリックリスナーのみ）。（これは、
最初のsmtproutesエントリです。ローカルドメインの電子メールのルーティング,（685ペー
ジ）を参照してください）。
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•パブリックリスナーで SenderBase Reputation Score（SBRS; SenderBaseレピュテーションス
コア）に基づくフィルタリングをイネーブルにするかどうか。イネーブルにする場合は、[コ
ンサーバティブ（Conservative）]、[適度（Moderate）]、または [アグレッシブ（Aggressive）]
から設定値を選択することも指示されます。

•ホストごとのレート制限：1時間あたりにリモートホストから受信する受信者の最大数（パ
ブリックリスナーのみ）。

•受け入れる電子メールの宛先にされている受信者ドメインまたは特定のアドレス（パブリッ
クリスナーの場合）、あるいはアプライアンスを介した電子メールのリレーを許可するシス

テム（プライベートリスナーの場合）。これらは、リスナーの受信者アクセステーブルお

よびホストアクセステーブルの最初のエントリです。詳細については、送信者グループの

構文,（113ページ）およびメッセージを受け入れるドメインおよびユーザの追加,（152ペー
ジ）を参照してください。

パブリックリスナー

パブリックリスナーおよびプライベートリスナーを作成する次の例は、C370、C670、X1070、
C380、C680、C390、および C690アプライアンスのみに適用されます。C170および C190ア
プライアンスの場合は、次のセクション、C170および C190アプライアンスのリスナーの例,
（58ページ）までスキップしてください。

（注）

systemsetupコマンドのこの例の部分では、PublicNet IPインターフェイスで実行されるように
InboundMailというパブリックリスナーを設定します。続いて、ドメイン example.com宛てのすべ

ての電子メールを受け入れるように設定します。Mail Exchange exchange.example.comへの初期
SMTPルートを設定します。レート制限をイネーブルにし、パブリックリスナーに対して単一の
ホストから受信する 1時間あたりの受信者の最大値に 4500を指定します。

1台のリモートホストから 1時間あたりに受信する最大受信者数に入力する値は、完全に自由
裁量の値です。通常は、管理対象の電子メールを所有している企業の規模に比例します。たと

えば、1時間に 200通のメッセージを送信する送信者は、「スパム送信者」（未承諾の大量電
子メールの送信者）である可能性がありますが、10,000人規模の会社に対するすべての電子
メールを処理する Eメールセキュリティアプライアンスを設定する場合は、単一のリモート
ホストからの 1時間あたりのメッセージが 200通であっても、理にかなった値である可能性が
あります。対照的に、50人規模の会社の場合に、1時間あたり 200通のメッセージを送信して
くる送信者は、おそらく、明らかなスパム送信者です。パブリックリスナーで、企業への着

信電子メールのレート制限をイネーブルにする（量を絞る）場合は、適切な値を選択してくだ

さい。デフォルトのホストアクセスポリシーの詳細については、送信者グループの構文, （
113ページ）を参照してください。

（注）

次に、リスナーのデフォルトのホストアクセスポリシーが受け入れられます。

You are now going to configure how the appliance accepts mail by
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creating a "Listener".

Please create a name for this listener (Ex: "InboundMail"):

[]> InboundMail

Please choose an IP interface for this Listener.

1. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

2. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

3. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)

[1]> 3

Enter the domains or specific addresses you want to accept mail for.

Hostnames such as "example.com" are allowed.

Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.

Usernames such as "postmaster@" are allowed.

Full email addresses such as "joe@example.com" or "joe@[1.2.3.4]" are allowed.

Separate multiple addresses with commas.

[]> example.com

Would you like to configure SMTP routes for example.com? [Y]> y

Enter the destination mail server which you want mail for example.com to be delivered.
Separate multiple entries with commas.

[]> exchange.example.com

Do you want to enable rate limiting for this listener? (Rate limiting defines the maximum
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number
of recipients per hour you are willing to receive from a remote domain.) [Y]> y

Enter the maximum number of recipients per hour to accept from a remote domain.

[]> 4500

Default Policy Parameters

==========================

Maximum Message Size: 100M

Maximum Number Of Connections From A Single IP: 1,000

Maximum Number Of Messages Per Connection: 1,000

Maximum Number Of Recipients Per Message: 1,000

Maximum Number Of Recipients Per Hour: 4,500

Maximum Recipients Per Hour SMTP Response:

452 Too many recipients received this hour

Use SenderBase for Flow Control: Yes

Virus Detection Enabled: Yes

Allow TLS Connections: No

Would you like to change the default host access policy? [N]> n

Listener InboundMail created.

Defaults have been set for a Public listener.

Use the listenerconfig->EDIT command to customize the listener.

*****

プライベートリスナー

systemsetupコマンドのこの例の部分では、PrivateNet IPインターフェイスで実行されるように
OutboundMailというプライベートリスナーを設定します。次に、ドメイン example.comに含まれ

る任意のホスト宛てのすべての電子メールをリレーするように設定します（エントリ.example.com

の先頭のドットに注意してください）。

続いて、レート制限（イネーブルでない）のデフォルト値およびこのリスナーのデフォルトホス

トアクセスポリシーが受け入れられます。
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プライベートリスナーのデフォルト値は、先に作成したパブリックリスナーのデフォルト値と異

なることに注意してください。詳細については、リスナーの使用, （81ページ）を参照してくだ
さい。

Do you want to configure the appliance to relay mail for internal hosts? [Y]> y

Please create a name for this listener (Ex: "OutboundMail"):

[]> OutboundMail

Please choose an IP interface for this Listener.

1. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

2. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

3. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)

[1]> 2

Please specify the systems allowed to relay email through the appliance.

Hostnames such as "example.com" are allowed.

Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.

IP addresses, IP address ranges, and partial IP addressed are allowed.

Separate multiple entries with commas.

[]> .example.com

Do you want to enable rate limiting for this listener?
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(Rate limiting defines the maximum number of recipients per hour you are willing
to receive from a remote domain.) [N]> n

Default Policy Parameters

==========================

Maximum Message Size: 100M

Maximum Number Of Connections From A Single IP: 600

Maximum Number Of Messages Per Connection: 10,000

Maximum Number Of Recipients Per Message: 100,000

Maximum Number Of Recipients Per Hour: Disabled

Use SenderBase for Flow Control: No

Virus Detection Enabled: Yes

Allow TLS Connections: No

Would you like to change the default host access policy? [N]> n

Listener OutboundMAil created.

Defaults have been set for a Private listener.

Use the listenerconfig->EDIT command to customize the listener.

*****

C170 および C190 アプライアンスのリスナーの例

リスナーを作成する次の例は、C170および C190アプライアンスのみに適用されます。（注）

systemsetupコマンドのこの例の部分では、MailNet IPインターフェイスで実行されるように
MailInterfaceというリスナーを設定します。続いて、ドメイン example.com宛てのすべての電子

メールを受け入れるように設定します。Mail Exchange exchange.example.comへの初期 SMTPルー
トを設定します。次に、ドメイン domain example.comに含まれる任意のホスト宛てのすべての電

子メールをリレーするように同じリスナーを設定します（エントリ .example.comの先頭のドット

に注意してください）。

レート制限をイネーブルにし、パブリックリスナーに対して単一のホストから受信する 1時間あ
たりの受信者の最大値に 450を指定します。
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1台のリモートホストから 1時間あたりに受信する最大受信者数に入力する値は、完全に自由
裁量の値です。通常は、管理対象の電子メールを所有している企業の規模に比例します。たと

えば、1時間に 200通のメッセージを送信する送信者は、「スパム送信者」（未承諾の大量電
子メールの送信者）である可能性がありますが、10,000人規模の会社に対するすべての電子
メールを処理するアプライアンスを設定する場合は、単一のリモートホストからの 1時間あ
たりのメッセージが200通であっても、理にかなった値である可能性があります。対照的に、
50人規模の会社の場合に、1時間あたり 200通のメッセージを送信してくる送信者は、おそら
く、明らかなスパム送信者です。パブリックリスナーで、企業への着信電子メールのレート

制限をイネーブルにする（量を絞る）場合は、適切な値を選択してください。デフォルトのホ

ストアクセスポリシーの詳細については、送信者グループの構文, （113ページ）を参照して
ください。

（注）
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次に、リスナーのデフォルトのホストアクセスポリシーが受け入れられます。

You are now going to configure how the appliance accepts mail by creating a "Listener".

Please create a name for this listener (Ex: "MailInterface"):

[]> MailInterface

Please choose an IP interface for this Listener.

1. MailNet (10.1.1.1/24: mail3.example.com)

2. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

[1]> 1

Enter the domain names or specific email addresses you want to accept mail for.

Hostnames such as "example.com" are allowed.

Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.

Usernames such as "postmaster@" are allowed.

Full email addresses such as "joe@example.com" or "joe@[1.2.3.4]" are allowed.

Separate multiple addresses with commas.

[]> example.com

Would you like to configure SMTP routes for example.com? [Y]> y

Enter the destination mail server where you want mail for example.com to be delivered.
Separate multiple entries with commas.

[]> exchange.example.com

Please specify the systems allowed to relay email through the appliance.

Hostnames such as "example.com" are allowed.

Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.

IP addresses, IP address ranges, and partial IP addresses are allowed.

Separate multiple entries with commas.

[]> .example.com

Do you want to enable rate limiting for this listener?
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(Rate limiting defines the maximum number of recipients per hour you are willing
to receive from a remote domain.) [Y]> y

Enter the maximum number of recipients per hour to accept from a remote domain.

[]> 450

Default Policy Parameters

==========================

Maximum Message Size: 10M

Maximum Number Of Connections From A Single IP: 50

Maximum Number Of Messages Per Connection: 100

Maximum Number Of Recipients Per Message: 100

Maximum Number Of Recipients Per Hour: 450

Maximum Recipients Per Hour SMTP Response:

452 Too many recipients received this hour

Use SenderBase for Flow Control: Yes

Spam Detection Enabled: Yes

Virus Detection Enabled: Yes

Allow TLS Connections: No

Would you like to change the default host access policy? [N]>

Listener MailInterface created.

Defaults have been set for a Public listener.

Use the listenerconfig->EDIT command to customize the listener.

*****

この systemsetupコマンドでは、C170および C190アプライアンスの受信メールと送信メール
両方に対してリスナーを 1つだけ設定するため、すべての発信メールがメールフローモニタ
機能（通常はインバウンドメッセージに使用）で評価されます。参照先：電子メールセキュ

リティモニタの使用方法, （829ページ）

（注）

アンチスパムのイネーブル化

アプライアンスには、Anti-Spamソフトウェアの 30日間有効な評価キーが付属しています。
systemsetupコマンドのこの部分では、ライセンス契約書を受諾し、アプライアンスでグローバル
に Anti-Spamをイネーブルにすることができます。

次に、着信メールポリシーに対する Anti-Spamスキャンをイネーブルにします。

ライセンス契約書を受諾しない場合、Anti-Spamはアプライアンスでイネーブルになりません。（注）
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アプライアンスで使用可能なすべての Anti-Spam設定オプションについては、スパム対策, （349
ページ）を参照してください。

デフォルトアンチスパムスキャンエンジンの選択

複数のアンチスパムスキャンエンジンをイネーブルにした場合は、デフォルト着信メールポリ

シーに対してイネーブルにするエンジンを選択するように示されます。

スパム隔離のイネーブル化

スパム対策サービスをイネーブルにした場合は、着信メールポリシーをイネーブルにして、スパ

ムメッセージおよび陽性と疑わしいスパムメッセージをローカルスパム隔離に送信できます。

スパム隔離をイネーブルにすると、アプライアンスでエンドユーザ隔離もイネーブルになります。

エンドユーザのアクセス権を設定していないうちは、管理者だけがエンドユーザ隔離を利用でき

ます。

ローカルのスパム隔離の設定, （912ページ）を参照してください。

アンチウイルススキャンのイネーブル化

アプライアンスには、ウイルススキャンエンジンの30日間評価キーが付属しています。systemsetup

コマンドのこの部分では、1つまたは複数のライセンス契約書を受諾し、アプライアンスでウイ
ルス対策スキャンをイネーブルにできます。アプライアンスでイネーブルにするウイルス対策ス

キャンエンジンごとにライセンス契約書を受諾する必要があります。

契約書を受諾すると、選択したアンチウイルススキャンエンジンが着信メールポリシーでイネー

ブルにされます。Eメールセキュリティアプライアンスでは、着信メールをスキャンしてウイル
スを検出しますが、感染した添付ファイルの修復は行いません。アプライアンスでは、感染した

メッセージをドロップします。

アプライアンスで使用可能なウイルス対策設定オプションについては、アンチウイルス, （327
ページ）を参照してください。

アウトブレイクフィルタおよび SenderBase 電子メールトラフィックモニタリング
ネットワークのイネーブル化

続くこの手順では、SenderBaseへの参加とアウトブレイクフィルタの両方をイネーブルにするよ
う指示されます。アプライアンスには、アウトブレイクフィルタの 30日間評価キーが付属して
います。

アウトブレイクフィルタ

アウトブレイクフィルタは、従来のウイルス対策セキュリティサービスが新しいウイルスシグ

ニチャファイルで更新されるまで、疑わしいメッセージを隔離することで、新種ウイルスの発生

に対する「第一の防衛ライン」になります。アウトブレイクフィルタをイネーブルにした場合

は、デフォルト着信メールポリシーでイネーブルになります。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
62

セットアップおよび設置

コマンドラインインターフェイス（CLI）システムセットアップウィザードの実行



アウトブレイクフィルタをイネーブルにする場合は、しきい値およびアウトブレイクフィルタ

アラートを受信するかどうかを入力します。アウトブレイクフィルタおよびしきい値の詳細につ

いては、アウトブレイクフィルタ, （399ページ）を参照してください。

SenderBase への参加

SenderBaseは、電子メール管理者による送信者の調査、電子メールの正規送信元の識別、および
スパム送信者のブロックに役立つように設計された、電子メールのレピュテーションサービスで

す。

SenderBase電子メールトラフィックモニタリングネットワークへの参加に同意した場合は、組
織宛に送信された電子メールに関する集約された統計がシスコによって収集されます。これには、

メッセージ属性の要約データおよびEメールセキュリティアプライアンスがどのように各種メッ
セージを処理したかに関する情報が含まれています。

詳細については、『Cisco Email Security Appliance Guide』の「SenderBase Network Participation」の
章を参照してください。

アラート設定値および AutoSupport の設定
ユーザの介入を必要とするシステムエラーが発生した場合、CiscoAsyncOSは電子メールでアラー
トメッセージをユーザに送信します。システムアラートを受信する電子メールアドレスを 1つ
以上追加してください。複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。入力した電子

メールアドレスでは、当初、ディレクトリ獲得攻撃対策アラート以外のすべてのタイプおよびす

べてのレベルのアラートを受信します。CLIで alertconfigコマンドを使用するか、GUIで [シス
テム管理（System Administration）] > [アラート（Alerts）]ページを使用することにより、後でア
ラート設定を詳細化できます。詳細については、『Cisco Email Security Appliance Guide』で、
「Distributing Administrative Tasks」の章の「Alerts」の項を参照してください。

AutoSupport機能では、ご使用のアプライアンスに関する問題をシスコカスタマーサポートチー
ムが認識しておくことで、業界トップ水準のサポートを提供できます。サポートアラートと週ご

とのステータス更新をシスコに送信するには、[はい（Yes）]と回答します（詳細については、
『CiscoEmail SecurityApplianceGuide』で、「DistributingAdministrativeTasks」の章の「AutoSupport」
の項を参照してください）。

スケジュール済みレポートの設定

デフォルトの定期レポートの送信先にするアドレスを入力します。この値はブランクにすること

ができ、その場合、レポートは、電子メールで送信される代わりに、アプライアンス上にアーカ

イブされます。

時刻設定値の設定

Cisco AsyncOSでは、ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用して、ネットワーク上また
はインターネット上の他のサーバと時刻を同期するか、システムクロックを手動で設定すること

ができます。アプライアンス上の時間帯を設定して、メッセージヘッダーおよびログファイルの
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タイムスタンプを正確にする必要もあります。Cisco Systemsタイムサーバを使用してアプライア
ンス上の時刻を同期することもできます。

[大陸（Continent）]、[国（Country）]、および [タイムゾーン（Timezone）]を選択し、NTPを使
用するかどうかと、使用する NTPサーバの名前を選択します。

変更の確定

最後に、手順全体で行った設定変更を確定するかどうかの確認が、システムセットアップウィザー

ドから示されます。変更を確定する場合は、[はい（Yes）]と回答します。

システムセットアップウィザードを正常に完了すると、次のメッセージが表示されて、コマンド

プロンプトが出されます。

Congratulations! System setup is complete. For advanced configuration, please refer to the
User Guide.

mail3.example.com>

これで、アプライアンスが電子メールを送信できる状態になりました。

設定のテスト

Cisco AsyncOSの設定をテストする際は、mailconfigコマンドを使用して、systemsetupコマンド

で作成したばかりのシステム設定データを含むテスト電子メールをただちに送信できます。

mail3.example.com> mailconfig

Please enter the email address to which you want to send

the configuration file. Separate multiple addresses with commas.

[]> user@example.com

The configuration file has been sent to user@example.com.

mail3.example.com>

利用可能なメールボックスに設定を送信して、システムでネットワーク上に電子メールを送信で

きることを確認します。

即時アラート

Eメールセキュリティアプライアンスでは、ライセンスキーを使用して機能をイネーブルにしま
す。systemsetupコマンドでリスナーを最初に作成した場合、Anti-Spamをイネーブルにした場合、
SophosまたはMcAfee Anti-Virusをイネーブルにした場合、あるいはアウトブレイクフィルタを
イネーブルにした場合は、アラートが生成されて、手順 2：システム, （40ページ）で指定した
アドレスに送信されます。
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キーの残り時間を定期的に通知するアラートです。次に例を示します。

Your "Receiving" key will expire in under 30 day(s).
Please contact IronPort Customer Support.

Your "Sophos" key will expire in under 30 day(s).
Please contact IronPort Customer Support.

Your "Outbreak Filters" key will expire in under 30 day(s).
Please contact IronPort Customer Support.

30日間の評価期間を超えて機能を有効にする場合は、シスコのセールス担当者にお問い合わせく
ださい。キーの残り時間は、[システム管理（System Administration）] > [ライセンスキー（Feature
Keys）]ページからか、featurekeyコマンドを発行することによって確認できます（詳細について

は、ライセンスキー（Feature Keys）, （975ページ）を参照してください）。

エンタープライズゲートウェイとしてシステムを設定

エンタープライズゲートウェイ（インターネットからの電子メールの受け入れ）としてシステム

を設定する場合は、まずこの章を完了してから、詳細について電子メールを受信するためのゲー

トウェイの設定, （79ページ）を参照してください。

設定と次の手順の確認
システムセットアップが完了したため、Eメールセキュリティアプライアンスによって電子メー
ルが送信および受信されます。ウイルス対策、スパム対策、およびウイルスアウトブレイクフィ

ルタセキュリティ機能をイネーブルにした場合は、着信メールおよび発信メールでスパムおよび

ウイルスのスキャンも行われます。

次の手順では、アプライアンスの設定をカスタマイズする方法を理解します。電子メールパイプ

ラインについて, （67ページ）では、システムでの電子メールのルーティング方法の詳細な概要
を説明しています。各機能は、順次（上から下に）処理されます。各機能については、本書の残

りの章で説明します。
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第 4 章

電子メールパイプラインについて

この章は、次の項で構成されています。

• 電子メールパイプラインの概要, 67 ページ

• 電子メールパイプラインのフロー, 68 ページ

• 着信および受信, 70 ページ

• ワークキューとルーティング, 73 ページ

• 配信, 77 ページ

電子メールパイプラインの概要
電子メールパイプラインはアプライアンスで処理されるため、電子メールフローです。これには

3フェーズあります。

•受信：着信電子メールを受信するようにアプライアンスはリモートホストに接続されるた
め、設定された制限やその他の受信ポリシーに従います。たとえば、ホストがユーザのメー

ルを送信できることを確認し、受信接続とメッセージ制限を適用し、メッセージの受信者を

検証します。

•ワークキュー：アプライアンスは着信および発信メールを処理し、フィルタリング、セーフ
リスト/ブロックリストスキャン、スパム対策およびウイルス対策スキャン、アウトブレイ
クフィルタ、隔離などを実行します。

•配信：発信電子メールを送信するようにアプライアンスは接続されるため、設定された配信
制限とポリシーに従います。たとえば、発信接続制限を適用し、指定された配信不能メッ

セージを処理します。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
67



電子メールパイプラインのフロー
次の図に、受信から配信へのルーティングまで、電子メールがシステムで処理される様子の概要

を示します。各機能は順番に処理されます（上から下へ）。このパイプラインに含まれる機能の

設定の大部分は、traceコマンドを使用してテストできます。

図 5：電子メールパイプライン：電子メール接続の受信

図 6：電子メールパイプライン - 作業キュー
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図 7：電子メールパイプライン：電子メールの配信
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着信および受信
電子メールパイプラインの受信フェーズでは、送信者のホストからの初期接続が行われます。各

メッセージのドメインを設定でき、受信者が検査されて、メッセージはワークキューに渡されま

す。

ホストアクセステーブル（HAT）、送信者グループ、およびメールフ
ローポリシー

HATでは、リスナーへの接続を許可するホスト（つまり、電子メールの送信を許可するホスト）
を指定できます。
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送信者グループは、1つまたは複数の送信者をグループに関連付けるために使用されるもので、
メッセージフィルタおよびその他のメールフローポリシーを送信者グループに対して適用でき

ます。メールフローポリシーは、一連の HATパラメータ（アクセスルール、レート制限パラ
メータ、およびカスタム SMTPコードと応答）を表現する 1つの方法です。

送信者グループおよびメールフローポリシーは合わせて、リスナーの HATで定義されます。

送信者グループのホストDNS検証設定では、SMTPカンバセーションの前に未検証の送信者を分
類し、さまざまな種類の未検証の送信者をさまざまな送信者グループに含めることができます。

SMTPカンバセーションに先立って、接続元のホストが送信者グループでホストDNS検証の対象
になった一方で、エンベロープ送信者のドメイン部分はメールフローポリシーで DNS検証され
ます。この検証は、SMTPカンバセーションの間に行われます。不正な形式のエンベロープ送信
者を含むメッセージを無視できます。送信者検証例外テーブルにエントリを追加できます。この

テーブルはメールの受け入れや拒否の基盤となるドメインと電子メールアドレスのリストで、エ

ンベロープ送信者 DNS検証設定値の影響は受けません。

送信者レピュテーションフィルタリングでは、電子メール送信者を分類でき、Cisco SenderBase
レピュテーションサービスによって決定された送信者の信頼性に基づいて電子メールインフラス

トラクチャの利用を制限できます。

詳細については、定義済みの送信者グループとメールフローポリシーの理解, （121ページ）を
参照してください。

Received: ヘッダー
listenerconfigコマンドを使用すると、リスナーで受信したすべてのメッセージに対して、デフォ
ルトでは Received:ヘッダーを組み込まないようにリスナーを設定できます。

詳細については、リスナーの使用, （81ページ）を参照してください。

デフォルトドメイン（Default Domain）
完全修飾ドメイン名を含んでいない送信者アドレスにデフォルトドメインを自動的に追加するよ

うリスナーを設定できます。これらのアドレスを「素」アドレスとも呼びます（「joe」と
「joe@example.com」など）。

詳細については、リスナーの使用, （81ページ）を参照してください。

バウンス検証

発信メールには特別なキーがタグ付けされます。これにより、そのメールがバウンスとして送り

返された場合は、そのタグを認識したうえでメールが配信されます。詳細については、バウンス

検証, （725ページ）を参照してください。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
71

電子メールパイプラインについて

Received: ヘッダー



ドメインマップ

設定するリスナーごとにドメインマップテーブルを作成できます。ドメインマップテーブルに

含まれているドメインと一致するメッセージでは、各受信者のエンベロープ受信者が書き換えら

れます。たとえば、joe@old.com -> joe@new.comです。

詳細については、ドメインマップ機能, （709ページ）を参照してください。

受信者アクセステーブル（RAT）
着信電子メールに限っては、アプライアンスでメールを受け入れるすべてのローカルドメインの

リストを、RATによって指定できます。

詳細については、受信者のアドレスに基づく接続の許可または拒否の概要,（149ページ）を参照
してください。

エイリアステーブル

エイリアステーブルを使用すると、1人または複数の受信者にメッセージをリダイレクトできま
す。エイリアスはマッピングテーブルに格納されます。電子メールのエンベロープ受信者（Envelope
ToまたはRCPTTOとも呼ぶ）とエイリアステーブルに定義されているエイリアスが一致すると、
電子メールのエンベロープ受信者アドレスが書き換えられます。

エイリアステーブルの詳細については、エイリアステーブルの作成, （692ページ）を参照して
ください。

LDAP 受信者の受け入れ
既存の LDAPインフラストラクチャを使用して、着信メッセージの受信者電子メールアドレス
（パブリックリスナー上）を SMTPカンバセーションまたはワークキュー内で処理する方法を定
義できます。詳細については、リスナーの使用, （81ページ）を参照してください。これによ
り、アプライアンスでは、独特な方法でディレクトリ獲得攻撃（DHAP）に対処できます。シス
テムでは、メッセージを受け入れて、SMTPカンバセーションまたはワークキューで LDAP受け
入れ検証を実行します。受信者が LDAPディレクトリ内で見つからない場合に、遅延バウンスを
実行するか、そのメッセージ全体をドロップするかを設定できます。

詳細については、LDAPクエリに関する作業, （769ページ）を参照してください。

SMTP コールアヘッド受信者検証
Eメールセキュリティアプライアンスで SMTPコールアヘッド受信者検証を設定すると、Eメー
ルセキュリティアプライアンスは、SMTPサーバに「事前に電話して」受信者を検証する間、送
信側のMTAとの SMTP通信を中断します。アプライアンスが SMTPサーバに問い合わせると、
SMTPサーバの応答が Eメールセキュリティアプライアンスに返されます。Eメールセキュリ
ティアプライアンスは SMTP通信を再開し、送信側のMTAに応答を送信し、SMTPサーバの応
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答（および SMTPコールアヘッドプロファイルの設定）に基づいて接続を続行するかドロップし
ます。

詳細については、次を参照してください。 SMTPサーバを使用した受信者の検証, （657ページ）

ワークキューとルーティング
ワークキューでは、配信フェーズに移動される前の受信メッセージを処理します。処理には、マ

スカレード、ルーティング、フィルタリング、セーフリスト/ブロックリストスキャン、アンチス
パムおよびアンチウイルススキャン、ファイルレピュテーションのスキャンと分析、アウトブレ

イクフィルタ、および隔離が含まれます。

データ漏洩防止（DLP）スキャンは、発信メッセージだけで使用可能です。DLPメッセージ
スキャンが実行されるワークキュー内の位置については、メッセージ分裂, （290ページ）を
参照してください。

（注）

電子メールパイプラインとセキュリティサービス

原則として、セキュリティサービス（アンチスパムスキャン、アンチウイルススキャン、およ

びアウトブレイクフィルタ）に対する変更は、すでにワークキューにあるメッセージには影響し

ません。次に例を示します。

初めてパイプラインに入るメッセージについて、次のいずれかの理由により、アンチウイルスス

キャンがバイパスされると仮定します。

•アプライアンスでグローバルにアンチウイルススキャンがイネーブルにされていなかった。
または、

•アンチウイルススキャンをスキップするように HATポリシーで指定されていた。または、

•そのメッセージに対するアンチウイルススキャンをバイパスさせるメッセージフィルタが
存在していた。

この場合、アンチウイルススキャンが再イネーブル化されているかどうかを問わず、隔離エリア

から解放されるときにそのメッセージのアンチウイルススキャンは行われません。ただし、メー

ルポリシーに基づいてアンチウイルススキャンがバイパスされるメッセージの場合は、隔離エリ

アからの解放時にアンチウイルススキャンが行われる可能性があります。メッセージが隔離エリ

アにある間に、メールポリシーの設定値が変更される可能性があるためです。たとえば、メール

ポリシーによってメッセージがアンチウイルススキャンをバイパスし、隔離されている場合に、

隔離エリアからの解放以前にメールポリシーが更新されて、アンチウイルススキャンが組み込ま

れた場合、そのメッセージは、隔離エリアからの解放時にアンチウイルススキャンが行われま

す。

同様に、誤ってアンチスパムスキャンをグローバルに（またはHATで）ディセーブルにし、メー
ルがワークキューに入った後で気付いたとします。その時点でアンチスパムをイネーブルにして

も、ワークキューにあるメッセージについてはアンチスパムスキャンは行われません。
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LDAP 受信者の受け入れ
既存の LDAPインフラストラクチャを使用して、着信メッセージの受信者電子メールアドレス
（パブリックリスナー上）を SMTPカンバセーションまたはワークキュー内で処理する方法を定
義できます。詳細については、リスナーの使用, （81ページ）を参照してください。これによ
り、アプライアンスでは、独特な方法でディレクトリ獲得攻撃（DHAP）に対処できます。シス
テムでは、メッセージを受け入れて、SMTPカンバセーションまたはワークキューで LDAP受け
入れ検証を実行します。受信者が LDAPディレクトリ内で見つからない場合に、遅延バウンスを
実行するか、そのメッセージ全体をドロップするかを設定できます。

詳細については、LDAPクエリに関する作業, （769ページ）を参照してください。

マスカレードまたは LDAP マスカレード
マスカレードは、作成したテーブルに従って、エンベロープ送信者（送信者またはMAIL FROM
とも呼ぶ）およびプライベートまたはパブリックリスナーによって処理される電子メールのTo:、
From:、CC:のヘッダーを書き換える機能です。スタティックマッピングテーブルと LDAPクエ
リーの 2通りのうちいずれかによって、作成したリスナーごとに異なるマスカレードパラメータ
を指定できます。

スタティックマッピングテーブルによるマスカレードの詳細については、マスカレードの構成,
（699ページ）を参照してください。

LDAPクエリーによるマスカレードの詳細については、LDAPクエリに関する作業,（769ページ）
を参照してください。

LDAP ルーティング
ネットワーク上の LDAPディレクトリで使用可能な情報に基づいて、適切なアドレスやメールホ
ストにメッセージをルーティングするようにアプライアンスを設定できます。

詳細については、LDAPクエリに関する作業, （769ページ）を参照してください。

メッセージフィルタ

メッセージフィルタでは、受信直後のメッセージおよび添付ファイルの処理方法を記述した特別

なルールを作成できます。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、メッセージのドロップ、バウン

ス、アーカイブ、隔離、ブラインドカーボンコピー、または変更を行うことができます。

詳細については、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, （157ページ）を
参照してください。

複数受信者メッセージは、このフェーズの後に、電子メールセキュリティマネージャに先立って

「分裂」されます。メッセージの分裂とは、電子メールセキュリティマネージャによる処理のた

めに、単一の受信者を設定した電子メールの分裂版コピーを作成することを指します。
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電子メールセキュリティマネージャ（受信者単位のスキャン）

セーフリスト/ブロックリストスキャン
エンドユーザセーフリストおよびブロックリストは、エンドユーザによって作成されて、アンチ

スパムスキャンに先行して検査されるデータベースに格納されます。各エンドユーザは、常にス

パムとして扱うか、決してスパムとして扱わないドメイン、サブドメイン、または電子メールア

ドレスを指定できます。送信者アドレスがエンドユーザセーフリストに含まれている場合、アン

チスパムスキャンはスキップされます。送信者アドレスがブロックリストに含まれている場合、

メッセージは、管理者設定値に応じて隔離するかドロップすることができます。セーフリストお

よびブロックリストの設定に関する詳細については、スパム隔離,（911ページ）を参照してくだ
さい。

スパム対策

アンチスパムスキャンは、インターネット全体にわたるサーバ側のアンチスパム保護を提供しま

す。アンチスパムスキャンでは、スパム攻撃によってユーザに不便が生じ、ネットワークが蹂躙

されたり損傷したりする前に、スパム攻撃を活発に識別し、危険を除去します。その結果、ユー

ザのプライバシーを侵害することなく、ユーザの受信箱に届く前に、不要なメールを削除できま

す。

スパム対策スキャンはスパム隔離にメールを配信するように設定できます（オンボックスまたは

オフボックス）。スパム隔離からリリースされるメッセージは電子メールパイプラインで処理す

る以降のワークキューをとばし、宛先キューに直接進みます。

詳細については、スパム対策, （349ページ）を参照してください。

アンチウイルス

アプライアンスには、統合されたウイルススキャンエンジンが含まれています。「メールポリ

シー」ごとを基本に、メッセージおよび添付ファイルをスキャンしてウイルスを検出するように、

アプライアンスを設定できます。ウイルスが検出された場合に次の処置を行うようにアプライア

ンスを設定できます。

•添付ファイルの修復の試行

•添付ファイルのドロップ

•件名ヘッダーの変更

• X-Headerの追加

•異なるアドレスまたはメールホストへのメッセージの送信

•メッセージのアーカイブ

•メッセージの削除
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メッセージが隔離エリア（隔離, （77ページ）を参照）から解放されると、ウイルスがスキャン
されます。アンチウィルススキャンの詳細については、アンチウイルス,（327ページ）を参照し
てください。

グレイメールの検出と安全な購読解約

グレーメールメッセージを検出し、エンドユーザに代わって安全な購読解約を実行するようにア

プライアンスを設定できます。実行できるアクションは、アンチウイルススキャンで実行できる

アクションに似ています。

詳細については、次を参照してください。グレイメールの管理, （385ページ）

ファイルレピュテーションスキャンおよびファイル分析

メッセージの添付ファイルをスキャンし、新たな脅威や標的型の脅威が含まれているかどうかを

確認するように、アプライアンスを設定できます。実行できるアクションは、アンチウイルスス

キャンで実行できるアクションに似ています。

詳細については、次を参照してください。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, （463ページ）

コンテンツフィルタ（Content Filters）
受信者ごとまたは送信者ごとを基準に、メッセージに適用するコンテンツフィルタを作成できま

す。コンテンツフィルタは、電子メールパイプラインで後ほど適用される点、つまり、1つの
メッセージが、各電子メールセキュリティマネージャポリシーに対応する個々の複数のメッセー

ジに「分裂」された後で適用される点を除いては、メッセージフィルタとほぼ同じです。コンテ

ンツフィルタ機能は、メッセージフィルタ処理およびアンチスパムとアンチウイルススキャン

がメッセージに対して実行された後で適用されます。

コンテンツフィルタの詳細については、コンテンツフィルタ（Content Filters）, （299ページ）を
参照してください。

アウトブレイクフィルタ

シスコのアウトブレイクフィルタ機能には、新たな拡散に対抗するための重要な第 1層となるよ
うに活発に動作する特別なフィルタが含まれています。シスコの発行するアウトブレイクルール

に基づいて、特定のファイルタイプの添付ファイルを持つメッセージをOutbreakという名前の隔
離エリアに送信できます。

Outbreak隔離エリア内のメッセージは、他のすべての隔離エリア内のメッセージと同じように処
理されます。隔離エリアおよびワークキューの詳細については、隔離, （77ページ）を参照して
ください。

詳細については、アウトブレイクフィルタ, （399ページ）を参照してください。
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隔離

着信メッセージまたは発信メッセージをフィルタして隔離エリアに入れることができます。隔離

エリアは、メッセージの保持と処理に使用される特別なキュー、言い換えるとリポジトリです。

隔離エリア内のメッセージは、隔離の設定方法に基づいて配信するか削除できます。

次のワークキュー機能では、メッセージを隔離エリアに送信できます。

•スパムフィルタ

•メッセージフィルタ

•アンチウイルス

•アウトブレイクフィルタ

•コンテンツフィルタ

•ファイル分析（高度なマルウェア防御）

メッセージが隔離エリアから配信されると、脅威が再度スキャンされます。

配信
電子メールパイプラインの配信フェーズでは、接続の制限、バウンス、および受信者など、電子

メール処理の最終フェーズを主とします。

仮想ゲートウェイ

Virtual Gatewayテクノロジーを使用すると、アプライアンスを複数の Virtual Gatewayアドレスに
分割し、そのアドレスを使用して電子メールを送受信できます。各VirtualGatewayアドレスには、
個別の IPアドレス、ホスト名、およびドメインと電子メール配信キューが割り当てられます。

詳細については、VirtualGateway™テクノロジーを使用してすべてのホストされたドメインでの構
成のメールゲートウェイ, （741ページ）を参照してください。

配信制限

配信時に使用する IPインターフェイスに基づく配信の制限およびアプライアンスでアウトバウン
ドメッセージ配信に適用する最大同時接続数を設定するには、deliveryconfigコマンドを使用し

ます。

詳細については、電子メール配信パラメータの設定, （738ページ）を参照してください。
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ドメインベースの制限値

各ドメインに対して、一定期間でシステムが超えることができない、接続および受信者の最大数

を割り当てることができます。この「グッドネイバー」テーブルは、[メールポリシー（Mail
Policies）] > [送信先コントロール（Destination Controls）]ページ（または destconfigコマンド）

から定義します。

詳細については、宛先制御による電子メール配信の管理, （724ページ）を参照してください。

ドメインベースのルーティング

エンベロープ受信者を書き換えることなく、特定のドメイン宛てのすべての電子メールを特定の

Mail Exchange（MX）ホストにリダイレクトするには、[ネットワーク（Network）] > [SMTPルー
ト（SMTP Routes）]ページ（または smtproutesコマンド）を使用します。

詳細については、ローカルドメインの電子メールのルーティング,（685ページ）を参照してくだ
さい。

グローバル登録解除

特定の受信者、受信者ドメイン、または IPアドレスに対するアプライアンスからのメッセージの
配信を確実に停止するには、グローバル配信停止を使用します。グローバル配信停止をイネーブ

ルにすると、すべての受信者アドレスが、グローバル配信停止対象のユーザ、ドメイン、電子メー

ルアドレス、および IPアドレスのリストと照合されます。一致する電子メールは送信されませ
ん。

詳細については、グローバル配信停止機能の使用, （750ページ）を参照してください。

バウンス制限

作成する各リスナーのカンバセーションのハードバウンスおよびソフトバウンスを AsyncOSで
処理する方法を設定するには、[ネットワーク（Network）] > [バウンスプロファイル（Bounce
Profiles）]ページ（または bounceconfigコマンド）を使用します。バウンスプロファイルを作成

し、各リスナーにプロファイルを適用するには、[ネットワーク（Network）] > [リスナー
（Listeners）]ページ（または listenerconfigコマンド）を使用します。メッセージフィルタを

使用して、特定のメッセージにバウンスプロファイルを割り当てることもできます。

バウンスプロファイルの詳細については、バウンスした電子メールの処理,（715ページ）を参照
してください。
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第 5 章

電子メールを受信するためのゲートウェイ

の設定

この章は、次の項で構成されています。

• 電子メールを受信するためのゲートウェイ設定の概要, 79 ページ

• リスナーの使用, 81 ページ

• リスナーのグローバル設定, 83 ページ

• Webインターフェイスを使用してリスナーを作成することによる接続要求のリスニング, 86
ページ

• CLIを使用してリスナーを作成することによる接続要求のリスニング, 93 ページ

• エンタープライズゲートウェイ構成, 96 ページ

電子メールを受信するためのゲートウェイ設定の概要
アプライアンスは、組織の電子メールゲートウェイとして機能し、電子メール接続の提供、メッ

セージの受け入れ、それらの適切なシステムへのリレーを行います。アプライアンスは、インター

ネットからユーザのネットワーク内の受信者ホストへ、ユーザのネットワーク内のシステムから

インターネットに電子メール接続を提供できます。通常、電子メール接続要求はSimpleMailTransfer
Protocol（SMTP;シンプルメール転送プロトコル）を使用します。アプライアンスは、SMTP接続
をデフォルトで提供し、SMTPゲートウェイとして機能し、ネットワークのメールエクスチェン
ジまたは「MX」とも呼ばれます。

アプライアンスは、着信 SMTP接続要求を提供するためにリスナーを使用します。リスナーは、
特定の IPインターフェイスで設定される電子メール処理サービスを記述します。リスナーは、イ
ンターネットまたはインターネットに到達しようとするユーザのネットワーク内のシステムから、

アプライアンスに入る電子メールだけに適用されます。メッセージおよび接続が、メッセージを

受け入れて受信者のホストにリレーするために満たす必要のある基準を、リスナーを使用して指

定します。リスナーは、指定された各 IPアドレスを特定のポート上で実行する「SMTPデーモ
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ン」として見なすことができます。また、リスナーはアプライアンスがアプライアンスにメール

を送信しようとするシステムと通信する方法を定義します。

次のタイプのリスナーを作成できます。

• [パブリック（Public）]。インターネットから着信するメールメッセージをリッスンし、受け
入れます。パブリックリスナーは多数のホストからの接続を受信し、限られた数の受信者に

メッセージを渡します。

• [プライベート（Private）]。ユーザのネットワーク内のシステムから（インターネット中で
ネットワークの外にいる受信者ではなく、通常内部グループウェアおよび電子メールサーバ

（POP/IMAP）から）、電子メールメッセージをリッスンし、受け入れます。プライベート
リスナーは、限られた（既知の）数のホストからの接続を受信し、多数の受信者にメッセー

ジを渡します。

リスナーを作成するときは、次の情報も指定します。

•リスナーのプロパティ。すべてのリスナーに適用するグローバルプロパティおよび各リス
ナーに固有のプロパティを定義します。たとえば、リスナーに使用する IPインターフェイス
およびポート、そしてこれがパブリックまたはプライベートのリスナーのどちらかを指定す

ることができます。この方法の詳細については、リスナーの使用, （81ページ）を参照して
ください。

•リスナーに接続が許可されているのはどのホストか。リモートホストからの着信接続を制御
するルールを定義します。たとえば、リモートホストを定義し、リスナーに接続できるかど

うかを定義できます。この方法の詳細については、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, （109ページ）を参照してください。

•（パブリックリスナーのみ）リスナーがメッセージを受け入れるローカルドメイン。どの
受信者がパブリックリスナーによって許可されるかを定義します。たとえば、組織で

currentcompany.comドメインを使用しているが、以前は oldcompany.comドメインを使用して

いた場合は、currentcompany.comと oldcompany.comの両方のメッセージを受け入れることが

できます。この方法の詳細については、ドメイン名または受信者アドレスに基づく接続の許

可または拒否, （149ページ）を参照してください。

ホストアクセステーブルおよび受信者アクセステーブルを含むリスナーでの設定は、リスナー

が SMTPカンバセーション中に SMTPサーバと通信する方法に影響します。これによって、接続
が閉じる前にアプライアンスがスパムを送信するホストをブロックできます。

図 8：リスナー、IP インターフェイス、物理イーサネットインターフェイスの関係
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リスナーの使用
GUIの [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ページまたは CLIの listenerconfigコ
マンドを使用してリスナーを設定します。

すべてのリスナーに適用されるグローバル設定を定義できます。詳細については、リスナーのグ

ローバル設定, （83ページ）を参照してください。

アプライアンスでリスナーを使用および設定する場合は、次のルールとガイドラインに留意して

ください。

•設定済みの IPインターフェイスごとに複数のリスナーを定義できますが、各リスナーは異な
るポートを使用する必要があります。

•デフォルトでは、リスナーは電子メール接続を提供するためのメールプロトコルとしてSMTP
を使用します。ただし、Quick Mail Queuing Protocol（QMQP）を使用して電子メール接続を
提供するようにアプライアンスを設定することもできます。これを行うには、listenerconfig

CLIコマンドを使用します。

•リスナーは、インターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）およびバージョン 6（IPv6）
アドレスの両方をサポートします。単一のリスナーでどちらかのプロトコルバージョンまた

は両方を使用できます。リスナーは、接続ホストとしてメール配信に同じプロトコルバー

ジョンを使用します。たとえば、リスナーが IPv4と IPv6の両方に設定され、IPv6を使用し
てホストに接続する場合、リスナーは IPv6を使用します。ただし、リスナーが IPv6アドレ
スのみの使用を設定されている場合は、IPv4アドレスのみを使用するホストに接続できませ
ん。

•少なくとも 1つのリスナー（デフォルト値）がシステムセットアップウィザードの実行後
にアプライアンス上に設定されます。ただし、リスナーを手動で作成する場合、AsyncOSで
はこれらのデフォルト SBRS値は使用されません。

• C170およびC190アプライアンス：システムセットアップウィザードでは、デフォルトで、
インターネットからの電子メールの受信と内部ネットワークからの電子メールの中継の両方

を行うための、1つのパブリックリスナーを順を追って設定します。つまり、1つのリスナー
で両方の機能を実行できます。

•アプライアンスのテストおよびトラブルシューティングに利用するために、パブリックまた
はプライベートリスナーの代わりに、「ブラックホール」タイプのリスナーを作成できま

す。ブラックホールリスナーの作成時に、メッセージを削除する前にそのメッセージをディ

スクに書き込むかどうかを選択します（詳細については、「テストとトラブルシューティン

グ」の章を参照してください）。メッセージを削除する前にディスクに書き込むと、受信

レートおよびキューの速度の測定に役立ちます。メッセージをディスクに書き込まないリス

ナーは、メッセージ生成システムからの純粋な受信レートの測定に役立ちます。このリス

ナーのタイプは、CLIの listenerconfigコマンドを使用した場合にだけ利用できます。

図：3つ以上のイーサネットインターフェイスを持つアプライアンスモデル上のパブリックおよ
びプライベートリスナーは、3つ以上のイーサネットインターフェイスを持つアプライアンスモ
デル上でシステムセットアップウィザードによって作成される、標準的な電子メールゲートウェ
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イ構成を示しています。2つのリスナーが作成されます。あるインターフェイス上でインバウン
ド接続を使用可能にするためのパブリックリスナーと、別の IPインターフェイス上でアウトバウ
ンド接続を使用可能にするためのプライベートリスナーです。

図：2つだけイーサネットインターフェイスを持つアプライアンスモデル上のパブリックリス
ナーは、イーサネットインターフェイスが 2つだけのアプライアンスモデル上でシステムセッ
トアップウィザードによって作成される、標準的な電子メールゲートウェイ構成を示していま

す。インバウンド接続およびアウトバウンド接続の両方を提供するために、単一の IPインター
フェイスで 1つのリスナーが作成されます。

図 9：3 つ以上のイーサネットインターフェイスを持つアプライアンスモデル上のパブリックおよびプライ
ベートリスナー

図 10：2 つだけイーサネットインターフェイスを持つアプライアンスモデル上のパブリックリスナー
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このパブリックリスナーは、イーサネットインターフェイス Data2上の IPインターフェイス
PublicNetのポート 25上で SMTPプロトコルを使用し、インターネットからのメッセージを受
信し、.example.comドメイン内の内部システムからのメッセージを中継します。IPインター
フェイスMailNetは、インターネット上の宛先ホストと内部のメールホストにメッセージを送
信します。

（注）

リスナーのグローバル設定
リスナーのグローバル設定は、アプライアンスで設定されたすべてのリスナーに影響します。リ

スナーが、インターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）およびバージョン 6（IPv6）アドレ
スの両方を持つインターフェイスを使用する場合、リスナーの設定は IPv4および IPv6トラフィッ
クの両方に適用されます

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]を選択します。
ステップ 2 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 3 次の表に定義された設定を変更します。

表 5：リスナーのグローバル設定

説明グローバル設定

リスナーに同時に接続できる最大数を設定します。デフォルト値は 300です。
リスナーが IPv4と IPv6の両方の接続を受け入れる場合、接続数は 2つの間で分
配されます。たとえば最大同時接続数が 300の場合、IPv4および IPv6接続の最
大同時接続数が合計 300を超えることはできません。

[最大同時接続数
（Maximum Concurrent
Connections）]

すべてのリスナーでの同時TLS接続の最大数を設定します。デフォルト値は100
です。リスナーが IPv4と IPv6の両方の TLS接続を受け入れる場合、接続数は
2つの間で分配されます。たとえば最大同時接続数が 100の場合、IPv4および
IPv6の TLS接続の最大同時接続数が合計 100を超えることはできません。

最大 TLS同時接続数
（Maximum Concurrent
TLS Connections）

インジェクション制御カウンタがリセットされた場合に調整できます。多数の

IPアドレスのカウンタを管理している非常にビジーなシステムの場合、カウン
タをより頻繁に（たとえば、60分間隔ではなく15分間隔で）リセットするよう
に設定します。これにより、データが管理不能なサイズにまで増大したり、シ

ステムのパフォーマンスに影響を与えたりすることを回避できます。

現在のデフォルト値は 1時間です。最小 1分（60秒）から最大 4時間（14,400
秒）までの期間を指定できます。

インジェクション制御期間, （139ページ）を参照してください。

受信カウンタリセット

時間（InjectionCounters
Reset Period）
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説明グローバル設定

AsyncOSが失敗した着信接続が閉じられるまでそのままの状態にする有効期間
を設定します。

失敗した接続は SMTPカンバセーションとなり、正常なメッセージインジェク
ションが発生することなく、SMTPコマンドまたは ESMTPコマンドが発行され
続けます。指定したタイムアウトに達した場合は、次のエラーが送信され、接

続が解除されます。

「421 Timed out waiting for successful message injection, disconnecting.」

正常なメッセージインジェクションが発生するまで、接続に失敗したと見なさ

れます。

パブリックリスナーの SMTP接続にのみ使用できます。デフォルト値は 5分で
す。

受信接続のタイムアウ

トまでの待ち時間

（Timeout Period for
Unsuccessful Inbound
Connections）

AsyncOSが着信接続が閉じられるまでそのままの状態にする有効期間を設定し
ます。

この設定は、最大許容接続時間を適用することにより、システムリソースを保

持するためのものです。この最大接続時間の約80%が経過すると、次のメッセー
ジが表示されます。

「421 Exceeded allowable connection time, disconnecting.」

アプライアンスは、接続が最大接続時間の 80%を超えると、接続がメッセージ
の途中で切断されることを防ぐために接続を切断しようとします。着信接続を

最大接続時間の 80%に到達する期間開いている場合、発生する可能性がある問
題です。時間制限を指定する場合、このしきい値に注意してください。

パブリックリスナーのSMTP接続にのみ使用できます。デフォルト値は 15分で
す。

すべてのインバウンド

接続の合計時間制限

（Total Time Limit for
All Inbound
Connections）

件名のサイズが指定された制限内であるメッセージが承認され、その他のメッ

セージは拒否されます。この値を 0に設定すると、制限は適用されません。
件名の最大サイズ

（Maximum size of
subject）
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説明グローバル設定

メッセージ受信者レベルで HAT拒否を実行するかどうかを設定します。デフォ
ルトでは、HATによって拒否された接続は SMTPカンバセーションの開始時に
バナーメッセージをともなって終了されます。

HAT「拒否」設定で電子メールが拒否されると、AsyncOSではSMTPカンバセー
ションの開始時ではなく、メッセージ受信者レベル（RCPT TO）で拒否を実行
できます。この方法でメッセージを拒否することで、メッセージの拒否が遅延

されメッセージがバウンスするため、AsyncOSは拒否されたメッセージに関す
るより詳細な情報を取得できます。たとえば、ブロックされたメッセージのア

ドレスおよび各受信者のアドレスからメールを表示できます。また、HAT拒否
の遅延によって、送信側MTAが何度も再試行される可能性も小さくなります。

HAT遅延拒否をイネーブルにすると、次の動作が発生します。

MAIL FROMコマンドが許可されるが、メッセージオブジェクトは作成されな
い。

電子メールの送信のためのアクセスが拒否されたというメッセージが表示され、

すべての RCPT TOコマンドが拒否される。

SMTP AUTHを使用して送信側MTAが認証される場合、RELAYポリシーが許
可され、メールを通常どおりに送信できる。

CLIの listenerconfig --> setup コマンドからのみ設定できます。

HAT遅延拒否

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

複数のエンコーディングが含まれるメッセージの設定

次のパラメータのメッセージのエンコード方式を変更する際の、アプライアンスの動作を定義で

きます。

•ヘッダー

•タグなしの ASCII以外のヘッダー

•フッターまたはヘッダーのエンコード方式の不一致

この動作を設定するには、CLIで localeconfigコマンドを使用します。

Webインターフェイスを使用してこの動作を設定することはできません。（注）
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CLIトランスクリプトのサンプルについては、免責事項スタンプと複数エンコード方式,（648ペー
ジ）を参照してください。

Web インターフェイスを使用してリスナーを作成するこ
とによる接続要求のリスニング

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listener）] を選択します。
ステップ 2 [リスナーを追加（Add Listener）]をクリックします。
ステップ 3 次の表に定義されている設定を設定します。

表 6：リスナー設定

リスナーには、簡単に参照できるように一意の名前を付けてください。リスナー用に

定義する名前では、大文字と小文字が区別されます。AsyncOSでは、複数のリスナー
に同一の名前を付けることはできません。

[名前（Name）]

次のリスナータイプのいずれかを選択します。

• [パブリック（Public）]。パブリックリスナーには、インターネットから電子メー
ルを受信するためのデフォルト特性が含まれます。

• [プライベート（Private）]。プライベートリスナーは、プライベート（内部）ネッ
トワークで使用することを目的としています。

リスナーのタイ

プ（Type of
Listener）

リスナーを作成する設定済みアプライアンスの IPインターフェイスおよびTCPポート
を選択します。インターフェイスで使用する IPアドレスのバージョンによって、リス
ナーは IPv4アドレス、IPv6アドレス、または両方のバージョンからの接続を受け入れ
ます。デフォルトでは、SMTPではポート 25を使用し、QMQPではポート 628を使用
します。

インターフェイ

ス（Interface）

バウンスプロファイルを選択します（CLIの bounceconfigコマンドを使用して作成さ

れたバウンスプロファイルをリストから選択できます。新しいバウンスプロファイル

の作成, （723ページ）を参照）。

バウンスプロ

ファイル

（Bounce
Profile）

電子メールの上または下に添付する免責条項を選択します（[メールポリシー（Mail
Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]ページまたは CLIの textconfigコ

マンドで作成された文章をリストから選択できます。「テキストリソース」の章を参

照）。

上記の免責条項

（Disclaimer
Above）
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電子メールの上または下に添付する免責条項を選択します（[メールポリシー（Mail
Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]ページまたは CLIの textconfigコ

マンドで作成された文章をリストから選択できます。「テキストリソース」の章を参

照）。

下記の免責条項

（Disclaimer
Below）

SMTP認証プロファイルを指定します。SMTP認証プロ
ファイル

（SMTP
Authentication
Profile）

リスナーへのTLS接続のための証明書を指定します（[ネットワーク（Network）] > [証
明書（Certificates）]ページまたは CLIの certconfigコマンドで追加された証明書をリ

ストから選択できます。他のMTAとの暗号化通信の概要, （667ページ）を参照）。

証明書

ステップ 4 （任意）次の表で定義される SMTP「MAIL FROM」および「RCPT TO」コマンドでの解析の制御の設定を行

います。
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説明設定

次のパーサータイプのいずれかを使用してアプライアンスが、RFC2821規格にどの
程度厳密に準拠するかを選択します。

Strictモード：

• Strictモードは RFC 2821に準拠します。Strictモードでは、アドレス解析が
RFC 2821の規格に準拠しますが、次の例外および追加機能があります。

•「MAILFROM：<joe@example.com>」のように、コロンの後にスペースを挿入
できます。

•ドメイン名に下線を使用できます。

•「MAIL FROM」コマンドおよび「RCPT TO」コマンドでは、大文字と小文字
が区別されます。

•ピリオドは特殊な用途に使用できません（たとえば、RFC 2821では「J.D.」の
ようなユーザ名を作成できません）。

以下の追加オプションの一部は、イネーブルにできますが、そうすると、RFC 2821
に技術的に違反します。

Looseモード：

Loose解析は基本的にAsyncOSの以前のバージョンからの既存の動作です。電子メー
ルアドレスの「検索」を最優先し、次のことを行います。

•コメントの無視。ネストされたコメント（カッコで囲まれている）がサポート
され、それらは無視されます。

•「RCPT TO」コマンドおよび「MAIL FROM」コマンドで指定された電子メー
ルアドレスの前後には山カッコが不要です。

•複数のネストされた山カッコを使用できます（最も深いネストレベルの電子
メールアドレスが検索される）。

アドレスパーサー

タイプ（Address
Parser Type）

イネーブルにすると、（エスケープ処理なしで）アドレスのユーザ名部分に 8ビッ
トの文字を使用できます。

8ビットユーザ名
を許可（Allow
8-bit User Names）

イネーブルにすると、アドレスのドメイン部分に 8ビットの文字を使用できます。[8ビットドメイン
名を許可（Allow
8-bit Domain
Names）]
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説明設定

イネーブルにすると、部分ドメインを使用できます。部分ドメインは完全なドメイ

ンではなく、ドットなしのドメインです。

次のアドレスは、部分ドメインの例です。

• foo

• foo@

• foo@bar

デフォルトのドメイン機能を正常に動作させるために、このオプションをイネーブ

ルにする必要があります。

[デフォルトドメインを追加（AddDefaultDomain）]：完全修飾ドメイン名ではなく、
デフォルトのドメインを電子メールアドレスに使用します。[SMTPアドレス解析オ
プション（SMTP Address Parsing options）]で [部分ドメインを許可（Allow Partial
Domains）]がイネーブルになっていない限り、このオプションはディセーブルです。
これは「デフォルト送信者ドメイン」を送信者のアドレスおよび完全修飾ドメイン

名を含まない受信者のアドレスに追加することによって、リスナーがリレーする電

子メールを変更する方法に影響します（言い換えると、リスナーの「そのままの」

アドレスの処理方法をカスタマイズできます）。

従来のシステムで、送信者アドレスに企業のドメインを追加（付加）せずに電子メー

ルを送信する場合、これを使用してデフォルトの送信者ドメインを追加できます。

たとえば、従来のシステムでは電子メールの送信者として自動的に文字列「joe」の

みが入力された電子メールが作成されます。デフォルトの送信者ドメインを変更す

ると、「@yourdomain.com」が「joe」に付加され、完全修飾送信者名
joe@yourdomain.comが作成されます。

[部分ドメインを許
可（Allow Partial
Domains）]

「MAILFROM」アドレスおよび「RCPTTO」アドレスで送信元ルーティングが検出
された場合の動作を決定します。送信元ルーティングは、複数の「@」文字を使用
してルーティングを指定する、電子メールアドレスの特殊な形式です（例：

@one.dom@two.dom:joe@three.dom）。「reject」を設定すると、アドレスは拒否され
ます。「strip」を設定すると、アドレスの送信元ルーティング部分が削除され、メッ
セージが通常どおり挿入されます。

ソースルーティン

グ（Source
Routing）
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説明設定

システムで処理できないアドレスリテラルを受信したときの動作を決定します。現

在は、IPv4以外のすべてです。そのため、たとえば IPv6アドレスリテラルの場合、
プロトコルレベルで拒否するか、受信後すぐにハードバウンスを行うことができま

す。

リテラルが含まれる受信者アドレスは即時ハードバウンスの原因となります。送信

者アドレスは配信される場合があります。メッセージを配信できない場合、ハード

バウンスがハードバウンスされます（二重ハードバウンス）。

拒否された場合、送信者と受信者のアドレスがプロトコルレベルですぐに拒否され

ます。

不明なアドレス文

字（Unknown
Address Literals）

文字（たとえば、%や !）を含むユーザ名を入力すると、拒否されます。[ユーザ名で次の文
字を拒否（Reject
These Characters in
User Names）]

ステップ 5 （任意）次の表に定義されているリスナーの動作をカスタマイズするための高度な設定を設定します。

説明設定

許可される最大接続数。[最大同時接続数
（Maximum
Concurrent
Connections）]

SMTPサーバが受け入れる前に AsyncOSで管理される接続のバックログ。TCPリッスン用
キューサイズ

（TCP Listen Queue
Size）

そのままの CR（復帰）文字および LF（改行）文字を含むメッセージの処理方法を
選択します。

• [正常（Clean）]。メッセージを許可しますが、そのままの CR文字および LF
文字を CRLF文字に変換します。

• [拒否（Reject）]。メッセージを拒否します。

• [許可（Allow）]。メッセージを許可します。

[CRとLFの取り扱
い（CR and LF
Handling）]
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説明設定

すべての受信メールに Received:ヘッダーを追加します。また、リスナーは各メッ
セージにReceived:ヘッダーを追加してリレーする電子メールを変更します。Received:
ヘッダーが含まれないようにするには、このオプションを使用してディセーブルに

します。

Received:ヘッダーは、ワークキューの処理ではメッセージに追加されま
せん。このヘッダーは配信のためにメッセージがキューから出たときに追

加されます

（注）

Received:ヘッダーをディセーブルにすると、インフラストラクチャの外部に送信さ
れるすべてのメッセージで内部サーバの IPアドレスまたはホスト名が表示されるこ
とによって、ネットワークのトポロジが公開されないようにすることができます。

Received:ヘッダーをディセーブルにする際には注意が必要です。

Receivedヘッダーを
追加（AddReceived
Header）

[SenderBase IPプロファイルを使用（SenderBase IPProfiling）]をイネーブルにするか
どうかを選択し、次のように設定を行います。

• [クエリーのタイムアウト（Timeout for Queries）]。SenderBaseレピュテーショ
ンサービスから照会される情報をアプライアンスがどのくらいの期間キャッ

シュするかを定義します。

• [接続ごとのSenderBaseタイムアウト（SenderBase Timeout per Connection）]。
SMTP接続ごとのSenderBase情報をアプライアンスがどのくらいの期間キャッ
シュするかを定義します。

SenderBase IPプロ
ファイルを使用

（Use SenderBase IP
Profiling）

ステップ 6 （任意）次の表に定義されているこのリスナーに関連付けられたLDAPクエリーを制御する設定を行いま
す。

リスナーのLDAPクエリーをイネーブルにするには、次の設定を使用します。このオプションを使用する
前に、LDAPクエリーを作成しておく必要があります。クエリーの各タイプには、設定するための個別の
サブセクションがあります。クエリーのタイプをクリックしてサブセクションを展開します。

LDAPクエリー作成の詳細については、LDAPクエリ, （757ページ）を参照してください。
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説明クエリーのタイプ

アクセプトクエリの場合は、使用するクエリをリストから選択します。LDAPアク
セプトをワークキューの処理中に実行するか、SMTPカンバセーションで実行する
かを指定できます。

ワークキューの処理中にLDAPアクセプトを実行する場合、一致しない受信者に対
する動作として、バウンスまたはドロップに指定します。

SMTPカンバセーションで LDAPアクセプトを実行する場合、LDAPサーバに到達
できない場合にメールを処理する方法を指定します。メッセージを許可するか、

コードとカスタム応答で接続をドロップするかを選択できます。最後に、SMTPカ
ンバセーションでDirectory Harvest Attack Prevention（DHAP;ディレクトリ獲得攻撃
防止）のしきい値に達した場合に接続をドロップするかどうかを選択します。

SMTPカンバセーションで受信者の検証を行うと、複数の LDAPクエリー間の遅延
を低減できます。したがって、対話形式のLDAPアクセプトをイネーブルにした場
合、ディレクトリサーバの負荷が増大することに注意してください。

詳細については、LDAPクエリの概要, （758ページ）を参照してください。

アクセプトクエリ

ルーティングクエリーの場合は、リストからクエリーを選択します。詳細について

は、LDAPクエリの概要, （758ページ）を参照してください。
ルーティングクエ

リー

マスカレードクエリーの場合は、リストからクエリーを選択して、FromまたはCC
ヘッダーアドレスといった、マスカレードするアドレスを選択します。

詳細については、LDAPクエリの概要, （758ページ）を参照してください。

クエリのマスカ

レード

グループクエリーの場合は、リストからクエリーを選択します。詳細については、

LDAPクエリの概要, （758ページ）を参照してください。
グループクエリ

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

部分ドメイン、デフォルトドメイン、不正な形式の MAIL FROM
エンベロープ送信者検証をイネーブルにした場合、またはリスナーのSMTPアドレス解析オプショ
ンで部分ドメインの許可をディセーブルにした場合、リスナーのデフォルトドメイン設定が使用

されなくなります。

これらの機能は互いに排他的です。
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CLI を使用してリスナーを作成することによる接続要求の
リスニング

次の表に、リスナーの作成および編集に関連するタスクに使用する listenerconfigサブコマンドの
一部を示します。

表 7：リスナーを作成するタスク

コマンドおよびサブコマンドリスナーを作成するタスク

listenerconfig -> new新しいリスナーの作成

listenerconfig -> setupリスナーのグローバル設定の編集

bounceconfig, listenerconfig-> edit -> bounceconfigリスナーのバウンスプロファイルの指

定

textconfig, listenerconfig -> edit -> setup -> footerリスナーへの免責条項の関連付け

smtpauthconfig, listenerconfig -> smtpauthSMTP認証の設定

textconfig, listenerconfig -> edit -> setup -> addressSMTPアドレス解析の設定

listenerconfig -> edit -> setup -> defaultdomainリスナーのデフォルトドメインの設定

listenerconfig -> edit -> setup -> receivedReceived:ヘッダーの電子メールへの追
加

listenerconfig -> edit -> setup -> cleansmtpそのままの CRおよび LF文字の CRLF
への変更

listenerconfig -> edit -> hostaccessホストアクセステーブルの修正

listenerconfig -> edit -> rcptaccessローカルドメインまたは特定のユーザ

（RAT）への電子メールの受け入れ（パ
ブリックリスナーのみ）

certconfig, listenerconfig -> editリスナーの暗号化カンバセーション

（TLS）

listenerconfig -> edit -> certificate証明書の選択（TLS）
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listenerconfigコマンドの詳細については、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security
Appliances』を参照してください。

電子メールのルーティングおよび配信設定の詳細については、ルーティングおよび配信機能の設

定, （685ページ）を参照してください。

HAT の詳細パラメータ
次の表では、HAT詳細パラメータの構文を定義しています。以下の数値については、後ろに kを
追加してキロバイトを表すか、後ろにMを追加してメガバイトを表すことができます。文字のな
い値はバイトと見なされます。アスタリスクが付いたパラメータは、次の表に示す変数構文をサ

ポートしています。
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表 8：HAT 詳細パラメータの構文

値の例値構文パラメータ

1000番号（Number）max_msgs_per_session接続あたりの最大メッセー

ジ数

10000
1k

番号（Number）max_rcpts_per_msgメッセージあたりの最大受

信者数

1048576
20M

番号（Number）max_message_size最大メッセージサイズ

（Maximum message size）

1000番号（Number）max_concurrencyこのリスナーに許可された

最大同時接続数

220番号（Number）smtp_banner_codeSMTPバナーコード

Accepted文字列smtp_banner_textSMTPバナーテキスト（*）

550番号（Number）smtp_banner_codeSMTP拒否バナーコード

Rejected文字列smtp_banner_textSMTP拒否バナーテキスト
（*）

default
on | off | default

use_override_hostnameSMTPバナーホスト名を上書
き

newhostname文字列override_hostname

on
on | off | required

tlsTLSを使用

off
on | off

spam_checkスパム対策スキャンの使用

off
on | off

virus_checkウイルススキャンの使用

5k番号（Number）max_rcpts_per_hour1時間あたりの最大受信者数

452番号（Number）max_rcpts_per_hour_code1時間あたりのエラーコー
ドの最大受信者数

Too manyrecipients文字列max_rcpts_per_hour_text1時間あたりのテキストの最
大受信者数（*）

on
on | off

use_sbSenderBaseの使用

sbrs[-10:-7.5]-10.0～ 10.0sbrs[value1
:value2
]

SenderBaseレピュテーショ
ンスコアの定義
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値の例値構文パラメータ

ディレクトリ獲得攻撃防止：

1時間あたりの最大無効受信
大数

150番号（Number）dhap_limit

エンタープライズゲートウェイ構成
この設定では、エンタープライズゲートウェイの設定はインターネットからメールを受け取り、

グループウェアサーバ、POP/IMAPサーバまたは他のMTAに電子メールをリレーします。エン
タープライズゲートウェイは、それと同時に、グループウェアサーバおよびその他の電子メール

サーバからの SMTPメッセージを受け付け、インターネット上の受信者に中継します。

図 11：エンタープライズゲートウェイのパブリックリスナーとプライベートリスナー

この設定では、少なくとも 2つのリスナーが必要です。

•インターネットからのメールだけを受け入れるように設定されたリスナー 1つ

•内部グループウェアおよび電子メールサーバ（POP/IMAP）からのメールだけを受け入れる
ように設定されたリスナー 1つ

異なるパブリックネットワークとプライベートネットワーク用に個別のパブリックリスナーと

プライベートリスナーを作成することで、セキュリティ、ポリシー強制、レポーティング、管理

用に電子メールを区別できます。たとえば、パブリックリスナーで受信した電子メールは、設定
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されたスパム対策エンジンおよびウイルス対策スキャンエンジンによってデフォルトでスキャン

されますが、プライベートリスナーで受信される電子メールはスキャンされません。

図：エンタープライズゲートウェイのパブリックリスナーとプライベートリスナーは、このエ

ンタープライズゲートウェイ構成のアプライアンスで構成されている 1つのパブリックリスナー
（A）と 1つのプライベートリスナー（B）を示しています。
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第 6 章

送信者レピュテーションフィルタリング

この章は、次の項で構成されています。

• 送信者レピュテーションフィルタリングの概要, 99 ページ

• SenderBaseレピュテーションサービス, 99 ページ

• リスナーの送信者レピュテーションフィルタリングスコアのしきい値の編集, 103 ページ

• メッセージの件名への低い SBRSスコアの入力, 106 ページ

送信者レピュテーションフィルタリングの概要
送信者レピュテーションフィルタリングは、スパム保護の最初のレイヤで、CiscoSenderBase™レ
ピュテーションサービスにより決定される送信者の信頼性に基づいて、電子メールゲートウェイ

経由で送信されるメッセージを制御できます。

アプライアンスは、既知または信頼性の高い送信者、つまりお客様やパートナーなどからのメッ

セージを受け取り、コンテンツスキャンを一切実施しないでエンドユーザに直接配信できます。

未知または信頼性の低い送信者からのメッセージは、アンチスパムおよびアンチウイルススキャ

ンなどのコンテンツスキャンの対象にできます。また、各送信者から受け入れるメッセージの数

をスロットリングすることもできます。信頼性の最も低い電子メール送信者に対しては、設定に

基づいて接続を拒否したり、その送信者からのメッセージを送り返したりできます。

ファイルレピュテーションフィルタリングは別のサービスです。詳細については、次の資料

を参照してください。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, （463ペー
ジ）

（注）

SenderBase レピュテーションサービス
SenderBase Affiliateネットワークからのグローバルデータを使用するCisco SenderBaseレピュテー
ションサービスは、クレーム率、メッセージ量の統計情報、および公開ブラックリストやオープ
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ンプロキシリストからのデータに基づいて、電子メール送信者に SenderBaseレピュテーション
スコアを割り当てます。SenderBaseレピュテーションスコアサービスは、正当な送信者とスパム
発信元を区別する際に役立ちます。レピュテーションスコアの低い送信者からのメッセージをブ

ロックするしきい値を指定することも可能です。

SenderBase SecurityNetworkWebサイト（www.senderbase.org）では、最新の電子メールおよびWeb
ベースの脅威のグローバルな概要を提供し、国別の電子メールトラフィック量を表示し、IPアド
レス、URI、またはドメインに基づいたレピュテーションスコアを検索できます。

SenderBase レピュテーションスコア（SBRS）
SenderBaseレピュテーションスコア（SBRS）は、SenderBaseレピュテーションサービスからの
情報に基づいて、IPアドレスに割り当てられる数値です。SenderBaseレピュテーションサービス
は、25個を超える公開ブラックリストおよびオープンプロキシリストのデータを集約し、さら
にこのデータを SenderBaseのグローバルデータと組み合わせて、次のように -10.0～ +10.0のス
コアを割り当てます。

意味スコア（Score）

スパムの送信元である可能性が最も高い-10.0

中間か、または推奨を行うための十分な情報がない[0]

信頼できる送信者である可能性が最も高い+10.0

スコアが低いほど、メッセージがスパムである可能性は高くなります。スコアが -10.0であれば、
そのメッセージはスパムであると「保証」されていることを意味し、スコアが 10.0であれば、そ
のメッセージは正規であると「保証」されていることを意味します。

SBRSを使用して、信頼性に基づいてメールフローポリシーを送信者に適用するようにアプライ
アンスを設定します（メッセージフィルタを作成してSenderBaseレピュテーションスコアに「し
きい値」を指定し、システムで処理されるメッセージにさらにアクションを実行できます。詳細
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については、SenderBaseレピュテーションルール,（193ページ）およびアンチスパムシステムの
バイパスアクション, （242ページ）を参照してください）。

図 12：SenderBase レピュテーションサービス

1 SenderBase Affiliateから、リアルタイムのグローバルデータを送信します。
2 送信側MTAにより、アプライアンスとの接続が開始されます。
3 アプライアンスにより、接続 IPアドレスのグローバルデータがチェックされます。
4 SenderBaseレピュテーションサービスにより、このメッセージがスパムである可能性が計算さ
れ、SenderBaseレピュテーションスコアが割り当てられます。

5 シスコにより、SenderBaseレピュテーションスコアに基づいて応答が返されます。

SenderBase レピュテーションフィルタの仕組み
送信者レピュテーションフィルタテクノロジーは、アプライアンスで使用可能なその他のセキュ

リティサービスの処理から、できる限り多くのメールを切り離すことを目的としています（電子

メールパイプラインについて, （67ページ）を参照）。

送信者レピュテーションフィルタリングがイネーブルになっている場合は、既知の悪質な送信者

からのメールだけが拒否されます。世界中の2000社から送信された既知の良好なメールは自動的
にスパムフィルタを避けてルーティングされるため、誤検出の可能性が低減されます。未知、ま

たは「灰色」の電子メールは、アンチスパムスキャンエンジンにルーティングされます。送信者
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レピュテーションフィルタは、この方法を使用して、コンテンツフィルタにかかる負荷を最大

50 %低減できます。

図 13：送信者レピュテーションフィルタリングの例

さまざまな送信者レピュテーションフィルタリング手法の推奨設定

企業の目的に応じて、Conservative、Moderate、Aggressiveのいずれかの方法を選択できます。

UNKNOWNLISTSUSPECTLISTBLACKLISTWHITELIST特性アプローチ

SenderBaseレピュテーションスコア範囲

-2～ 7-4～ -2-10～ -47～ 10誤検出はほぼ 0。良
好なパフォーマン

ス。

Conservative

-1～ +10-3～ -1-10～ -3SenderBase
レピュテー

ションスコ

アは使用さ

れません。

誤検出は非常に少な

い。高パフォーマン

ス。

中間

（インス

トール時の

デフォル

ト）

-1～ 4-2～ -1-10～ -24～ 10誤検出はいくらか発

生。パフォーマンス

は最大。

このオプションは、

ほとんどのメールを

アンチスパム処理か

ら切り離します。

Aggressive

メールフローポリシー：すべての方式

承認（Accepted）スロットルブロック信頼できる
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リスナーの送信者レピュテーションフィルタリングスコ

アのしきい値の編集
デフォルトの SenderBaseレピュテーションサービス（SBRS）スコアのしきい値を変更またはレ
ピュテーションフィルタリングに送信者グループを追加する場合は、この手順を使用します。

SBRSスコアのしきい値に関連するその他の設定およびメールフローポリシー設定について
は、次に記載されています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,
（109ページ）

（注）

はじめる前に

•アプライアンスがローカルMX/MTAから電子メールを受信するように設定されている場合
は、送信者の IPアドレスをマスクする可能性のあるアップストリームホストを特定してく
ださい。詳細については、着信リレー構成における送信者の IPアドレスの決定, （371ペー
ジ）を参照してください。

• SenderBaseレピュテーションスコア範囲について理解します。SenderBaseレピュテーション
スコアを使用した送信者グループの定義, （116ページ）を参照してください。

•組織のフィルタリング方法を選択し、このアプローチの推奨設定を確認します。さまざまな
送信者レピュテーションフィルタリング手法の推奨設定, （102ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]を選択します。
ステップ 2 [送信者グループ（リスナー）（Sender Groups (Listener)）]メニューからパブリックリスナーを選択しま

す。

ステップ 3 送信者グループのリンクをクリックします。

たとえば、「SUSPECTLIST」のリンクをクリックします。

ステップ 4 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 5 送信者グループの SenderBaseレピュテーションスコアの範囲を入力します。

たとえば、「WHITELIST」に 7.0～ 10の範囲を入力します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 7 必要に応じてこのリスナーの各送信者グループに対し、繰り返し実行します。

ステップ 8 変更を確定します。
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SBRS を使用した送信者レピュテーションフィルタリングのテスト
常時大量のスパムを受信しているか、または組織に対するスパムを受信するために「ダミー」の

アカウントを特に設定していない限り、実装した SBRSポリシーをただちにテストすることは困
難です。ただし、次の表に示すように、リスナーの HATに SenderBaseレピュテーションスコア
によるレピュテーションフィルタリングのエントリを追加した場合は、インバウンドメールのう

ち「未分類」になるパーセンテージが低くなります。

ポリシーは、任意の SBRSで traceコマンドを使用してテストします。テストメッセージを使用

したメールフローのデバッグ：トレース,（1201ページ）を参照してください。traceコマンドは、

GUIだけでなく CLIでも使用できます。
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表 9：SBRS 実装の推奨メールフローポリシー

値パラメータ主な動作（アクセスルー

ル）

ポリシー名

NoneREJECT$BLOCKED

10

20

1 MB

10

オン

オフ

20（推奨）

オン

Maximum messages / session:

Maximum recipients / message:

Maximum message size:

Maximum concurrent connections:

Use Spam Detection:

Use TLS:

Maximum recipients / hour:

Use SenderBase:

ACCEPT$THROTTLED

1,000

1,000

100 MB

1,000

オン

オフ

オン

Maximum messages / session:

Maximum recipients / message:

Maximum message size:

Maximum concurrent connections:

Use Spam Detection:

Use TLS:

Use SenderBase:

ACCEPT$ACCEPTED

（パブリックリス

ナー）

1,000

1,000

100 MB

1,000

オフ

オフ

-1（ディセーブル）

オフ

Maximum messages / session:

Maximum recipients / message:

Maximum message size:

Maximum concurrent connections:

Use Spam Detection:

Use TLS:

Maximum recipients / hour:

Use SenderBase:

ACCEPT$TRUSTED
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$THROTTLEDポリシーでは、リモートホストから受信する 1時間あたりの最大受信者数は、
デフォルトで1時間あたり20人に設定されています。この設定により、使用可能な最大スロッ
トリングが制御されることに注意してください。このパラメータが厳しすぎる場合は、時間あ

たりの受信者数を増やすことができます。デフォルトのホストアクセスポリシーの詳細につ

いては、定義済みの送信者グループとメールフローポリシーの理解, （121ページ）を参照し
てください。

（注）

SenderBase レピュテーションサービスのステータスのモニタリング
SenderBaseレピュテーションスコアサービスは、アプライアンスに SRBSスコアを送信します。
SenderBase Network Serverは、アプライアンスにメール送信元の IPアドレス、ドメイン、および
組織についての情報を送信します。AsyncOSは、このデータをレポート作成および電子メールモ
ニタリング機能に使用します。

これらのサービスへの接続のステータスを表示するには、[セキュリティサービス（Security
Services）] > [SenderBase]を選択します。

[セキュリティサービス（Security Services）]メニューの [SenderBase]ページには、アプライアン
スから SenderBase Network Status Serverおよび SenderBase評価スコアサービスに対して最後に実
行したクエリーの接続ステータスおよびタイムスタンプが表示されます。

CLIで sbstatusコマンドを使用しても、同じ情報を表示できます。

メッセージの件名への低い SBRS スコアの入力
スロットリングを推奨しますが、SenderBaseレピュテーションサービスを使用する別方法では、
スパムの疑いのあるメッセージの件名行を変更します。これを行うには、次の表に示すメッセー

ジフィルタを使用します。このフィルタは、reputationフィルタルールおよび strip-headerおよび
insert-headerフィルタアクションを使用して、SenderBaseレピュテーションスコアが -2.0未満の
メッセージの件名行を、{Spam SBRS}のように表現される実際の SenderBaseレピュテーションス
コアを含む件名行に置き換えます。この例の listener_nameを、ご使用のパブリックリスナーの名
前に置き換えます（このテキストを切り取って filtersコマンドのコマンドラインインターフェイ
スに直接貼り付けできるように、この行自体にピリオドが含まれています）。

表：件名ヘッダーを SBRSに変更するメッセージフィルタ：例 1
sbrs_filter:

if ((recv-inj == "listener_name
" AND subject != "\\{Spam -?[0-9.]+\\}"))

{

insert-header("X-SBRS", "$REPUTATION");

if (reputation <= -2.0)
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{

strip-header("Subject");

insert-header("Subject", "$Subject \\{Spam $REPUTATION\\}");

}

}

.

関連項目

•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, （157ページ）
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第 7 章

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

この章は、次の項で構成されています。

• 接続を許可するホストの定義の概要, 109 ページ

• 送信者グループへのリモートホストの定義, 111 ページ

• メールフローポリシーを使用した電子メール送信者のアクセスルールの定義, 118 ページ

• 定義済みの送信者グループとメールフローポリシーの理解, 121 ページ

• 送信者グループからのメッセージの同様の処理, 124 ページ

• ホストアクセステーブルの設定の使用, 135 ページ

• 着信接続ルールへの送信者アドレスリストの使用, 136 ページ

• SenderBase設定とメールフローポリシー, 137 ページ

• 送信者の検証, 140 ページ

接続を許可するホストの定義の概要
設定されているすべてのリスナーに対して、リモートホストからの着信接続を制御する一連の規

則を定義します。たとえば、リモートホストを定義し、リスナーに接続できるかどうかを定義で

きます。AsyncOSでは、ホストアクセステーブル（HAT）を使用してリスナーへの接続が許可さ
れるホストを定義できます。

HATは、リモートホストからの着信接続を制御するリスナー用のルールセットを保持していま
す。設定されたどのリスナーにも独自のHATがあります。パブリックリスナーおよびプライベー
トリスナーの両方に HATを設定します。

リモートホストからの着信接続を制御するには、次の情報を定義します。
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•リモートホスト。リモートホストがリスナーに接続を試みる方法を定義します。リモート
ホスト定義を送信者グループにグループ化します。たとえば、IPアドレスとホスト名の一部
を使用して、送信者グループの複数のリモートホストを定義できます。SenderBaseレピュ
テーションスコアによってリモートホストを定義できます。詳細については、送信者グルー

プへのリモートホストの定義, （111ページ）を参照してください。

•アクセスルール。送信者グループに定義されたリモートホストがリスナーに接続するのを
許可するのか、またどのような条件下なのかを定義できます。アクセスルールは、メール

フローポリシーを使って定義します。たとえば、特定の送信者グループのリスナーへの接続

を許可するよう定義できますが、接続ごとに最大メッセージ数だけを許可します。詳細につ

いては、次を参照してください。メールフローポリシーを使用した電子メール送信者のア

クセスルールの定義, （118ページ）

[メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]ページで、リスナーへの接続が
許可されるホストを定義します。次の図に、パブリックリスナーに対して送信者グループとメー

ルフローポリシーがデフォルトで定義された状態の [HAT概要（HAT Overview）]を示します。

図 14：[メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）] ページ - パブリックリスナー

リスナーが TCP接続を受信すると、設定された送信者グループに対して送信元 IPアドレスを比
較します。また、[HAT概要（HAT Overview）]ページにリストされている順序で送信者グループ
を評価します。一致が見つかると、設定済みのメールフローポリシーを接続に適用します。1つ
の送信者グループ内に複数の条件が設定されている場合、いずれかの条件が一致すると、その送

信者グループは一致します。

リスナーを作成すると、AsyncOSは、リスナーに定義済みの送信者グループとメールフローポリ
シーを作成します。定義済みの送信者グループとメールフローポリシーを編集して新しい送信者

グループとメールフローポリシーを作成できます。詳細については、定義済みの送信者グループ

とメールフローポリシーの理解, （121ページ）を参照してください。

ホストアクセステーブルに格納されているすべての情報をファイルにエクスポートし、ファイル

に格納されているホストアクセステーブル情報をリスナー用のアプライアンスにインポートでき

ます。このとき、設定されているすべてのホストアクセステーブル情報は上書きされます。詳細

については、ホストアクセステーブルの設定の使用, （135ページ）を参照してください。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
110

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

接続を許可するホストの定義の概要



デフォルト HAT エントリ
HATは、デフォルトでは、リスナーのタイプによって異なるアクションを実行するように定義さ
れています。

•パブリックリスナー。HATは、すべてのホストからの電子メールを受け入れるように設定
されます。

•プライベートリスナー。HATは、指定したホストからの電子メールをリレーし、他のすべ
てのホストを拒否するように設定されます。

[HAT概要（HATOverview）]では、デフォルトのエントリに「ALL」という名前が付けられます。
[メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]ページですべての送信者グルー
プのメールフローポリシーをクリックしてデフォルトエントリを編集できます。

指定したホスト以外のすべてのホストを拒否することで、listenerconfigおよび systemsetup

コマンドは、ユーザがシステムをオープンリレーとして意図せずに設定するのを防ぎます。

オープンリレー（「セキュアでないリレー」または「サードパーティリレー」とも呼びます）

は、第三者による電子メールメッセージのリレーを許す SMTP電子メールサーバです。オー
プンリレーがあると、ローカルユーザ向けでもローカルユーザからでもない電子メールを処

理することにより、非良心的な送信者がゲートウェイを通じて大量のスパムを送信することが

可能になります。

（注）

送信者グループへのリモートホストの定義
リモートホストがリスナーに接続しようとする方法を定義できます。リモートホスト定義を送信

者グループにグループ化します。送信者グループは、それらの送信者からの電子メールを処理す

るために定義されたリモートホストのリストです。

送信者グループは、次のもので識別される送信者のリストです。

• IPアドレス（IPv4または IPv6）

• IP範囲

•具体的なホスト名またはドメイン名

• SenderBaseレピュテーションサービスの「組織」分類

• SenderBaseレピュテーションスコア（SBRS）の範囲（またはスコアの欠如）

• DNSリストクエリー応答

送信者グループの受け入れ可能なアドレスのリストの詳細については、送信者グループの構文,
（113ページ）を参照してください。
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SMTPサーバがアプライアンスとの SMTP接続を試みると、リスナーは、送信者グループを順番
に評価し、SenderBaseレピュテーションスコア、ドメイン、または IPアドレスなどの送信者グ
ループの任意の条件に一致する場合、送信者グループに接続を割り当てます。

ダブルDNSルックアップを実行することで、システムはリモートホストの IPアドレスを取得
してその有効性を検証します。これは、接続元ホストのIPアドレスに対する逆引きDNS（PTR）
ルックアップと、それに続く PTRルックアップ結果に対する正引き DNS（A）ルックアップ
からなります。その後、システムは Aルックアップの結果が PTRルックアップの結果と一致
するかどうかをチェックします。結果が一致しない場合、または Aレコードが存在しない場
合は、システムは IPアドレスのみを使用して HAT内のエントリと照合します。

（注）

[メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]ページで送信者グループを定義
します。
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送信者グループの構文

表 10：HAT 内でのリモートホストの定義：送信者グループの構文

意味構文

IPv6アドレス。先行ゼロを含める必要はありません。n:n:n:n:n:n:n:n

IPv6アドレスの範囲。先行ゼロを含める必要はありません。n:n:n:n:n:n:n:n-n:n:n:n:n:n:n:n
n:n:n-n:n:n:n:n:n

フル（完全な）IPv4アドレスn.n.n.n

部分的な IPv4アドレスn.n.n.
n.n.n.
n.n.
n.n.
n.

IPv4アドレスの範囲n.n.n.n-n.
n.n.n.n-n.
n.n.n-n.
n.n-n.
n.n-n
n-n.
n-n

完全修飾ドメイン名yourhost.example.com

部分ホストドメイン内のすべてのもの.partialhost

IPv4 CIDRアドレスブロックn/c

n.n/c

n.n.n/c
n.n.n.n/c

IPv6 CIDRアドレスブロック。先行ゼロを含める必要はありませんn:n:n:n:n:n:n:n/c

SenderBaseレピュテーションスコア。詳細については、SenderBase
レピュテーションスコアを使用した送信者グループの定義, （116
ページ）を参照してください。

SBRS[n:n]SBRS[none]

SenderBaseネットワークオーナー識別番号。詳細については、
SenderBaseレピュテーションスコアを使用した送信者グループの定
義, （116ページ）を参照してください。

SBO:n

DNSリストクエリー。詳細については、DNSリストにクエリーを実
行することで定義された送信者グループ, （117ページ）を参照して
ください。

dnslist[dnsserver.domain]
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意味構文

すべてのアドレスに一致する特殊なキーワード。これは、すべての

送信者グループのみに適用され、常に含まれます（ただしリストさ

れません）。

ALL

ネットワークオーナー、ドメイン、IP アドレスで定義される送信者グ
ループ

SMTPプロトコルには電子メールの送信者を認証するための方法が組み込まれていないため、大
量の迷惑メールの送信者は、その身元を隠すためのいくつかの戦略を採用することに成功してき

ました。たとえば、メッセージのエンベロープ送信者アドレスのスプーフィング、偽造したHELO
アドレスの使用、単なる異なるドメイン名のローテーションなどがあります。これにより、多数

のメール管理者は、「この大量の電子メールは誰が送信しているのか」という基本的な質問を自

問することになります。この質問に答えるために、SenderBaseレピュテーションサービスは、接
続元ホストの IPアドレスに基づいて身元ベースの情報を集約するための固有の階層を開発してき
ました。IPアドレスは、メッセージ中で偽造することがほとんど不可能な情報の 1つです。

IPアドレスは、送信元メールホストの IPアドレスとして定義します。Eメールセキュリティア
プライアンスは両方のインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）および IPバージョン 6
（IPv6）アドレスをサポートします。

ドメインは、指定した第 2レベルドメイン名（たとえば yahoo.com）を持つホスト名を使用する
エンティティとして定義され、IPアドレスに対する逆引き（PTR）ルックアップによって決定さ
れます。

ネットワークオーナーは、IPアドレスのブロックを管理するエンティティ（通常は会社）として
定義され、American Registry for Internet Numbers（ARIN）などのグローバルレジストリやその他
のソースからの IPアドレス空間の割り当てに基づいて決定されます。

組織は、ネットワークオーナーの IPブロック内のメールゲートウェイの特定のグループを最も
詳細に管理するエンティティとして定義され、SenderBaseによって決定されます。組織はネット
ワークオーナー、ネットワークオーナー内の部門、そのネットワークオーナーの顧客のいずれ

かになります。

HAT に基づくポリシーの設定
次の表に、ネットワークオーナーと組織の例をいくつか示します。
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表 11：ネットワークオーナーと組織の例

Organizationネットワークオーナー例の種類

Macromedia Inc.

AllOutDeals.com

GreatOffers.com

Level 3 Communicationsネットワークサービスプロバ

イダー

GE Appliances

GE Capital

GE Mortgage

GE電子メールサービスプロバイ

ダー

The Motley FoolThe Motley Fool商用送信者

ネットワークオーナーの規模にはかなりの幅があるため、メールフローポリシーの基にする適

切なエンティティは組織です。SenderBaseレピュテーションサービスは、電子メールの送信元に
ついて組織レベルまで独自に理解しており、アプライアンスはそれを利用して、組織に基づいて

ポリシーを自動的に適用します。上の例で、ユーザがホストアクセステーブル（HAT）で「Level
3 Communications」を送信者グループとして指定した場合、SenderBaseはそのネットワークオー
ナーによって管理される個別の組織に基づいてポリシーを適用します。

たとえば、上記の表で、ユーザが Level 3に対して時間あたりの受信者数の制限を 10と入力した
場合、アプライアンスは、Macromedia Inc.、Alloutdeals.com、およびGreatoffers.comに対して最大
10人の受信者を許可します（Level 3ネットワークオーナーに対しては時間あたり合計 30人の受
信者になります）。このアプローチの利点は、これらの組織のいずれかがスパムを送信し始めて

も、Level 3によって管理されているその他の組織には影響がないことです。これを、ネットワー
クオーナー「TheMotley Fool」の例と対比します。ユーザがレート制限を時間あたり 10個の受信
者に設定した場合、ネットワークオーナーMotley Foolの合計の制限は、時間あたり 10個の受信
者になります。

メールフローモニタ機能は、送信者を定義する方法の1つであり、送信者に関するメールフロー
ポリシーの決定を作成するためのモニタリングツールとなります。特定の送信者に関するメール

フローポリシーの決定を作成するには、次のことを質問します。

•この送信者によって、どの IPアドレスが制御されているか。

着信電子メールの処理を制御するためのメールフローモニタ機能が使用する最初の情報が、

この質問に対する答えになります。この答えは、SenderBaseレピュテーションサービスにク
エリーを実行することで得られます。SenderBaseレピュテーションサービスは、送信者の相
対的な規模に関する情報を提供します（SenderBaseネットワークオーナーまたは SenderBase
組織）。この質問に答えるにあたり、次のことが仮定されます。

◦大規模な組織は、より多くの IPアドレスを管理し、より厳格な電子メールを送信する
傾向があります。

•その規模に応じて、この送信者に接続数を全体でいくつ割り当てるべきか。
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大規模な組織は、より多くの IPアドレスを管理し、より厳格な電子メールを送信する
傾向があります。そのため、アプライアンスへの接続をより多く割り当てる必要があり

ます。

◦

◦多くの場合、大量の電子メールの送信元は、ISP、NSP、アウトソーシングされた電子
メールの配信を管理する企業、迷惑メールの送信元です。ISP、NSP、アウトソーシン
グされた電子メールの配信を管理する企業は、多数の IPアドレスを管理する組織の例
であり、アプライアンスへの接続をより多く割り当てる必要があります。通常、迷惑

メールの送信者は、多数の IPアドレスを管理せず、少数の IPアドレスを通じて大量の
メールを送信します。このような送信者には、アプライアンスへの接続をより少なく割

り当てる必要があります。

メールフローモニタ機能は、SenderBaseネットワークオーナーと SenderBase組織の差別化を使
用して、SenderBase内のロジックに基づき、送信者あたりに接続を割り当てる方法を決定します。
メールフローモニタ機能の使用方法の詳細については、「電子メールセキュリティモニタの使

用方法」の章を参照してください。

SenderBase レピュテーションスコアを使用した送信者グループの定義
アプライアンスは、SenderBaseレピュテーションサービスに対してクエリを実行して、送信者の
レピュテーションスコア（SBRS）を決定できます。SBRSは、SenderBaseレピュテーションサー
ビスからの情報に基づき、IPアドレス、ドメイン、または組織に割り当てられた数値です。スコ
アの範囲は、次の表に示すように、-10.0～ +10.0です。

表 12：SenderBase レピュテーションスコアの定義

意味スコア

（Score）

スパムの送信元である可能性が最も高い-10.0

中間か、または推奨を行うための十分な情報がない[0]

信頼できる送信者である可能性が最も高い+10.0

この送信者のデータがない（一般にスパムの送信元）none

SBRSを使用して、信頼性に基づいてメールフローポリシーを送信者に適用するようにアプライ
アンスを設定しますたとえば、スコアが -7.5未満のすべての送信者を拒否することが考えられま
す。これは、GUIを使用して実現するのが最も簡単です。メッセージ処理の送信者グループの作
成, （125ページ）を参照してください。エクスポートした HATをテキストファイルで編集する
場合、SenderBaseレピュテーションスコアを含めるための構文については次の図を参照してくだ
さい。
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表 13：SenderBase レピュテーションスコアの構文

SenderBaseレピュテーションスコア。送信者は、SenderBaseレピュテーショ
ンサービスにクエリーを実行することで識別され、スコアは範囲内で定義さ

れます。

SBRS[ n n

SBRSがないことを指定します（非常に新しいドメインには、まだSenderBase
レピュテーションスコアがない場合があります）。

SBRS[none]

GUIを通じて HATに追加されるネットワークオーナーは、SBO:nという構文を使用します。

ここで nは、SenderBaseレピュテーションサービス内のネットワークオーナーの一意の識別
番号です。

（注）

SenderBaseレピュテーションサービスにクエリを実行するようにリスナーを設定するには、[ネッ
トワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ページを使用するか、CLIで listenerconfig ->

setupコマンドを使用します。また、アプライアンスが SenderBaseレピュテーションサービスに
クエリーを実行するときに待つタイムアウト値を定義することもできます。その後、GUIの [メー
ルポリシー（MailPolicies）]ページの値を使用するか、CLIのlistenerconfig -> edit -> hostaccess

コマンドを使用して、SenderBaseレピュテーションサービスに対するルックアップを使用するさ
まざまなポリシーを設定できます。

また、SenderBaseレピュテーションスコアの「しきい値」を指定するメッセージフィルタを
作成し、システムによって処理されたメッセージをさらに操作することもできます。詳細につ

いては、「アンチスパム」および「アンチウィルス」の章の「SenderBaseレピュテーション
ルール」、「アンチスパムシステムのバイパスアクション」、および「アンチウイルスシス

テムのバイパスアクション」を参照してください。

（注）

DNS リストにクエリーを実行することで定義された送信者グループ
リスナーの HATでは、特定の DNSリストサーバに対するクエリーに一致するものとして送信者
グループを定義することもできます。クエリーは、リモートクライアントの接続時に DNSを通
じて実行されます。リモートリストにクエリーを実行する機能は、現在メッセージフィルタルー

ルとしても存在しますが（「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」の章の

「DNSリストルール」を参照）、メッセージの内容全体が受信されるのは一度だけです。

このメカニズムにより、グループ内で、DNSリストにクエリーを実行する送信者を設定し、それ
に応じてメールフローポリシーを調整できます。たとえば、接続を拒否したり、接続元ドメイン

の振る舞いを制限したりできます。
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いくつかのDNSリストは、可変の応答（たとえば「127.0.0.1」、「127.0.0.2」、「127.0.0.3」）
を使用して、クエリー対象の IPアドレスに関するさまざまな事実を示すことができます。メッ
セージフィルタ DNSリストルール（「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」の章の「DNSリストルール」を参照）を使用すると、クエリーの結果をさまざまな
値と比較できます。しかし、HAT内でDNSリストサーバにクエリーを実行する指定では、簡
潔にするためにブール演算のみがサポートされています（つまり、IPアドレスがリストに現れ
るかどうか）。

（注）

CLIのクエリーでは必ず角カッコを含めます。GUIで DNSリストクエリーを指定する場合に
は角カッコは不要です。クエリのテスト、DNSクエリの一般的な設定、または現在の DNSリ
ストキャッシュのフラッシュを行うには、CLIで dnslistconfigコマンドを使用します。

（注）

このメカニズムは、「異常な」接続に加えて、「正常な」接続を識別するためにも使用できます。

たとえば、query.bondedsender.orgに対してクエリを実行すると、その電子メールキャンペーンの
健全性を保証するために Cisco Systemsの Bonded Sender™プログラムに供託金を積んだ接続元ホ
ストが照合されます。デフォルトのWHITELISTの送信者グループを修正してBonded Senderプロ
グラムのDNSサーバにクエリーを実行し（積極的に供託金を拠出したこれら正規の電子メール送
信者が一覧表示されます）、それに応じてメールフローポリシーを調整することもできます。

メールフローポリシーを使用した電子メール送信者のア

クセスルールの定義
メールフローポリシーではSMTPカンバセーション中の送信者からリスナーへの電子メールメッ
セージのフローを制御または制限することができます。メールフローポリシーに次のパラメータ

タイプを定義することで SMTPカンバセーションを制御します。

•接続ごとの最大メッセージ数などの接続パラメータ。

• 1時間あたりの受信者の最大数など、レート制限パラメータ。

• SMTPカンバセーション中に通信するカスタム SMTPコードと応答を変更します。

•スパム検出の有効化。

•ウイルス保護の有効化。

• TLSを使った SMTP接続の暗号化などの暗号化。

• DKIMを使った着信メールの確認などの認証パラメータ。

最後に、メールフローポリシーが、リモートホストからの接続に対し、次のいずれかのアクショ

ンを実行します。

•承認（ACCEPT）。接続が許可された後、電子メールの許可がさらに受信者アクセステーブ
ル（パブリックリスナーの場合）などのリスナーの設定によって制限されます。
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•拒否（REJECT）。接続は、最初は許可されますが、接続しようとするクライアントは、4XX
または 5XX SMTPのステータスコードを取得します。どの電子メールも許可されません。

また、SMTPカンバセーションの開始時ではなく、メッセージ受信者レベル
（RCPT TO）でこの拒否を実行するように、AsyncOSを設定できます。この
方法でメッセージを拒否することで、メッセージの拒否が遅延されメッセー

ジがバウンスするため、AsyncOSは拒否されたメッセージに関するより詳細
な情報を取得できます。この設定は、CLIの listenerconfig > setupコマンド

から設定されます。詳細については、CLIを使用してリスナーを作成すること
による接続要求のリスニング, （93ページ）を参照してください。

（注）

• TCPREFUSE。TCPレベルで接続は拒否されます。

•リレー（RELAY）。接続は許可されます。すべての受信者の受信は許可され、受信者アクセ
ステーブルで制限されません。

•継続（CONTINUE）。HAT内のマッピングが無視され、HATの処理が継続されます。着信
接続が、CONTINUEでない後続のエントリに一致する場合、代わりにそのエントリが使用さ
れます。CONTINUEルールは、GUIでの HATの編集を容易にするために使用されます。詳
細については、メッセージ処理の送信者グループの作成, （125ページ）を参照してくださ
い。

HAT 変数の構文
次の表では、メールフローポリシーに対して定義されるカスタムSMTPおよびレート制限バナー
と組み合わせることでも使用できる変数のセットを定義します。変数名の大文字と小文字は区別

されません（つまり、$groupと $Groupは同じです）。

表 14：HAT 変数の構文

定義（Definition）変数

HAT内の一致した送信者グループの名前で置き換えられます。送信者
グループに名前がない場合、「None」が表示されます。

$Group

アプライアンスによって検証された場合にのみ、リモートホスト名で

置き換えられます。IPアドレスの逆引きDNSルックアップが成功した
もののホスト名が返されない場合、「None」が表示されます。逆引き
DNSルックアップが失敗した場合（DNSサーバに到達できない場合
や、DNSサーバが設定されていない場合）、「Unknown」が表示され
ます。

$Hostname
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定義（Definition）変数

SenderBase組織 ID（整数値）で置き換えられます。

アプライアンスが SenderBase組織 IDを取得できないか、SenderBaseレ
ピュテーションサービスが値を返さなかった場合、「None」が表示さ
れます。

$OrgID

リモートクライアントの IPアドレスで置き換えられます。$RemoteIP

リモートクライアントが一致した HATのエントリで置き換えられま
す。

$HATEntry

HAT 変数の使用

これらの変数は、「ゲートウェイでのメール受信の設定」の章で説明する高度なHATパラメー
タ smtp_banner_textと max_rcpts_per_hour_textと併用できます。

（注）

これらの変数を使用し、$TRUSTEDポリシー内で許可された接続のカスタム SMTPバナー応答テ
キストを GUIで編集できます。

図 15：HAT 変数の使用

または、CLIで次のように入力します。

Would you like to specify a custom SMTP response? [Y]> y

Enter the SMTP code to use in the response. 220 is the standard code.

[220]> 200

Enter your custom SMTP response. Press Enter on a blank line to finish.

You've connected from the hostname: $Hostname, IP address of: $RemoteIP, matched the group:
$Group,
$HATEntry and the SenderBase Organization: $OrgID.
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HAT 変数のテスト
これらの変数をテストするには、既知の信頼できるマシンの IPアドレスを、アプライアンス上の
リスナーの $WHITELIST送信者グループに追加します。その後、そのマシンから telnetで接続し
ます。SMTP応答中で変数の置き換えを確認できます。次に例を示します。

# telnet
IP_address_of_Email_Security_Appliance port

220 hostname
ESMTP

200 You've connected from the hostname: hostname
, IP address of: IP-address_of_connecting_machine
, matched the group: WHITELIST, 10.1.1.1 the SenderBase Organization: OrgID
.

定義済みの送信者グループとメールフローポリシーの理

解
次の表では、パブリックリスナーの作成時に設定される定義済みの送信者グループとメールフ

ローポリシーをリストします。

表 15：パブリックリスナー用の定義済みの送信者グループとメールフローポリシー

デフォルトで設定されるメー

ルフローポリシー

説明定義済みの送信者グ

ループ

$TRUSTED信頼する送信者をWHITELISTの送信者グ
ループに追加します。メールフローポリ

シー $TRUSTEDは、信頼できる送信者か
らの電子メールのレート制限をイネーブル

にせず、それらの送信者からの内容をアン

チスパムまたはアンチウイルスソフトウェ

アでスキャンしない場合に設定します。

WHITELIST

$BLOCKEDBLACKLIST送信者グループ内の送信者は
拒否されます（メールフローポリシー

$BLOCKEDで設定されたパラメータによ
り）。このグループに送信者を追加する

と、SMTPHELOコマンドで 5XX SMTP応
答が返され、それらのホストからの接続が

拒否されます。

BLACKLIST
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デフォルトで設定されるメー

ルフローポリシー

説明定義済みの送信者グ

ループ

$THROTTLED送信者グループ SUSPECTLISTには、着信
メールの速度をスロットリングする（低下

させる）メールフローポリシーが含まれ

ています。送信者が疑わしい場合、送信者

グループ SUSPECTLISTに追加すること
で、メールフローポリシーにより次のこ

とが指示されます。

•レート制限により、セッションあたり
の最大メッセージ数、メッセージあた

りの最大受信者数、最大メッセージ

サイズ、リモートホストから受け付

ける最大同時接続数が制限されます。

•リモートホストからの時間あたりの
最大受信者数は 20に設定されます。
この設定は、使用可能な最大のスロッ

トリングであることに注意してくださ

い。このパラメータが厳しすぎる場合

は、時間あたりの受信者数を増やすこ

とができます。

•メッセージの内容はアンチスパムス
キャンエンジンとアンチウイルスス

キャンエンジンによってスキャンさ

れます（これらの機能がシステムでイ

ネーブルになっている場合）。

•送信者に関する詳細情報を得るため
に、 SenderBaseレピュテーション
サービスに対してクエリーが実行され

ます。

SUSPECTLIST
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デフォルトで設定されるメー

ルフローポリシー

説明定義済みの送信者グ

ループ

$ACCEPTED送信者グループUNKNOWNLISTは、特定
の送信者に対して使用するメールフロー

ポリシーが決まっていない場合に便利で

す。このグループのメールフローポリシー

では、このグループの送信者についてメー

ルが許可されますが、Anti-Spamソフトウェ
ア（システムでイネーブルになっている場

合）、アンチウイルススキャンエンジン、

および SenderBaseレピュテーションサー
ビスをすべて使用して、送信者とメッセー

ジの内容に関する詳細情報を取得すること

が指示されます。このグループに属する送

信者に対するレート制限もデフォルト値を

使用してイネーブルになります。ウイルス

スキャンエンジンの詳細については、ウイ

ルススキャン, （329ページ）を参照して
ください。SenderBaseレピュテーション
サービスの詳細については、SenderBaseレ
ピュテーションサービス, （99ページ）
を参照してください。

UNKNOWNLIST

$ACCEPTEDその他すべての送信者に適用されるデフォ

ルトの送信者グループ。詳細については、

デフォルトHATエントリ, （111ページ）
を参照してください。

ALL

次の表では、プライベートリスナーの作成時に設定される定義済みの送信者グループとメールフ

ローポリシーをリストします。
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表 16：プライベートリスナー用の定義済みの送信者グループとメールフローポリシー

デフォルトで設定されるメー

ルフローポリシー

説明定義済みの送信者グ

ループ

$RELAYED中継を許可する必要があることがわかっ

ている送信者をRELAYLIST送信者グルー
プに追加します。メールフローポリシー

$RELAYEDは、中継を許可する送信者か
らの電子メールのレート制限を行わず、

それらの送信者からの内容をアンチスパ

ムスキャンエンジンまたはアンチウイル

スソフトウェアでスキャンしない場合に

設定します。

RELAYLIST送信者グループに
はシステム設定ウィザードを実

行したときに電子メールのリ

レーが許可されるシステムが含

まれます。

（注）

RELAYLIST

$BLOCKEDその他すべての送信者に適用されるデフォ

ルトの送信者グループ。詳細については、

デフォルトHATエントリ,（111ページ）
を参照してください。

ALL

イーサネットポートが 2つしかないアプライアンスモデルのシステム設定ウィザードを実行
すると、1人のリスナーだけを作成するように促されます。また、内部システム用のメールの
リレーに使用される$RELAYEDメールフローポリシーも含まれるパブリックリスナーを作成
します。2つ以上のイーサネットポートを持つアプライアンスモデルについては、RELAYLIST
送信者グループと $RELAYEDメールフローポリシーがプライベートリスナーだけに表示さ
れます。

（注）

送信者グループからのメッセージの同様の処理
リスナーが送信者からのメッセージを処理する方法を設定するには、[メールポリシー（Mail
Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]と [メールフローポリシー（Mail Flow Policy）]ページ
で行います。これは、送信者グループとメールフローポリシーを作成、編集、および削除するこ

とにより行います。
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メッセージ処理の送信者グループの作成

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]ページに移動します。
ステップ 2 [リスナー（Listener）]フィールドで編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [送信者グループを追加（Add Sender Group）]をクリックします。
ステップ 4 送信者グループの名前を入力します。

ステップ 5 送信者グループのリストに配置する順序を選択します。

ステップ 6 （任意）たとえば、送信者グループまたはその設定についての情報などのコメントを入力します。

ステップ 7 この送信者グループを適用するメールフローポリシーを選択します。

このグループに適用すべきメールフローポリシーがわからない場合（またはまだメールフロー

ポリシーが存在しない場合）は、デフォルトの「CONTINUE(nopolicy)」メールフローポリシー
を使用します。

（注）

ステップ 8 （任意）DNSリストを選択します。
ステップ 9 （任意）SBRSに情報がない送信者を含めます。これは「none」と呼ばれ、一般に疑いがあることを意味

します。

ステップ 10 （任意）DNSリストを入力します。
ステップ 11 （任意）ホスト DNS検証設定を構成します。

詳細については、未検証の送信者へのより厳格なスロットリング設定の実行,（145ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 12 [送信（Submit）]をクリックして、送信者グループを作成します。
ステップ 13 新しく作成した送信者グループをクリックします。

ステップ 14 [送信者を追加（Add Sender）]をクリックして、送信者グループに送信者を追加します。

•送信者の IPアドレスを追加します。[IPアドレス（IP Addresses）]を選択して IPv4アドレス、IPv6ア
ドレス、またはホスト名を追加し、変更を送信します。

送信者は、IPアドレスおよびホスト名の一部の範囲を含めることができます。

•送信者の国を追加します。 [地理位置情報（Geolocation）]を選択し、変更を送信します。

ステップ 15 変更を送信し、保存します。
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既存の送信者グループへの送信者の追加

ステップ 1 ドメイン、IP、またはネットワークオーナープロファイルページで、[送信者グループに追加（Add to
Sender Group）]リンクをクリックします。

ステップ 2 各リスナーに対して定義されているリストから送信者グループを選択します。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

ドメインを送信者グループに追加すると、実際には 2つのドメインが GUIに表示されます。た
とえば、ドメイン example.netを追加した場合、[送信者グループに追加（Add to SenderGroup）]
ページには、example.netと .example.netが追加されます。2つめのエントリがあることで、
example.netのサブドメイン内のすべてのホストが送信者グループに追加されます。詳細につい

ては、送信者グループの構文, （113ページ）を参照してください。

送信者グループに追加しようとしている送信者の 1つ以上がその送信者グループにすでに存在
する送信者と重複する場合、重複する送信者は追加されず、確認メッセージが表示されます。

（注）

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックして送信者を追加し、[受信メールの概要（Incoming Mail Overview）]ページに
戻ります。

着信接続のために実行するルールの順序の並べ替え

リスナーに送信者グループを追加すると、送信者グループの順序を編集する必要があります。

リスナーに接続しようとするホストごとに、HATは上から下へ順番に読み込まれます。接続元ホ
ストにルールが一致する場合、その接続に対してすぐにアクションが実行されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]ページに移動します。
ステップ 2 [リスナー（Listener）]フィールドで編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [順番を編集（Edit Order）]をクリックします。
ステップ 4 HATの送信者グループの既存の行の新しい順序を入力します。

シスコはデフォルトの順序を維持することを推奨します（RELAYLIST（特定のハードウェアモデルの
み）、WHITELIST、BLACKLIST、SUSPECTLIST、UNKNOWNLIST）。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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送信者の検索

[HAT概要（HATOverview）]ページの上部にある [送信者を検索（Find Senders）]フィールドにテ
キストを入力することで送信者を検索できます。検索するテキストを入力し [検索（Find）]をク
リックします。

メールフローポリシーを使用した着信メッセージのルールの定義

メールフローポリシーを作成する前に、次のルールとガイドラインを考慮してください。

• [デフォルトを使用（Use Default）]オプションボタンがオンの場合、ポリシーのデフォルト
値はグレー表示されます。デフォルト値を上書きするには、[On]オプションボタンを選択し
て機能または設定をイネーブルにし、新たにアクセス可能になった値を変更します。デフォ

ルト値を定義するには、メールフローポリシーのデフォルト値の定義, （135ページ）を参
照してください。

•一部のパラメータは特定の事前設定値に依存します（たとえば、ディレクトリ獲得攻撃の設
定を行うには、LDAPアクセプトクエリーを設定しておく必要があります）。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]ページに移動します。
ステップ 2 [ポリシーを追加（Add Policy）]をクリックします。
ステップ 3 次の表で説明する情報を入力します。

表 17：メールフローポリシーパラメータ

説明パラメータ

接続

このリスナーが許可するメッセージの最大サイズ。最大メッセージサイズの最小

値は 1 KBです。
最大メッセージサイ

ズ（Maximummessage
size）

単一の IPアドレスからこのリスナーに接続することが許可される最大同時接続
数。

単一 IPからの最大同
時接続数（Maximum
concurrent connections
from a single IP）

リモートホストからの接続に対して、このリスナーを通じて送信できる最大メッ

セージ数。

接続あたりの最大

メッセージ数

このホストから許可されるメッセージあたりの受信者の最大数。メッセージあたりの

最大受信者数
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説明パラメータ

SMTPバナー

このリスナーとの接続が確立されたときに返される SMTPコード。カスタム SMTPバ
ナーコード（Custom
SMTP Banner Code）

このリスナーとの接続が確立されたときに返される SMTPバナーテキスト。

このフィールドには一部の変数を使用できます。詳細については、HAT
変数の構文, （119ページ）を参照してください。

（注）

カスタム SMTPバ
ナーテキスト

（Custom SMTP
Banner Text）

このリスナーにより接続が拒否されたときに返される SMTPコード。カスタム SMTP拒否
バナーコード

（CustomSMTPReject
Banner Code）

このリスナーにより接続が拒否されたときに返される SMTPバナーテキスト。カスタム SMTP拒否
バナーテキスト

（CustomSMTPReject
Banner Text）

デフォルトでは、SMTPバナーをリモートホストに表示するときに、リスナーの
インターフェイスに関連付けられているホスト名が含められます（たとえば、

220-hostnameESMTP）。ここに異なるホスト名を入力することで、このバナーを
変更できます。また、ホスト名フィールドを空白のままにすることで、ホスト名

をバナーに表示しないこともできます。

SMTPバナーホスト
名を上書き（Override
SMTP Banner Host
Name）

ホストのレート制限

このリスナーが 1台のリモートホストから受信する、時間あたりの最大受信者
数。送信者 IPアドレスあたりの受信者の数は、グローバルに追跡されます。各リ
スナーは各レート制限のしきい値を追跡します。ただし、すべてのリスナーは単

一のカウンタに対して検証するので、同じ IPアドレス（送信者）が複数のリス
ナーに接続されるとレート制限を超える可能性が高くなります。

このフィールドには一部の変数を使用できます。詳細については、HAT
変数の構文, （119ページ）を参照してください。

（注）

1時間あたりの最大受
信者数（Max.
Recipients per Hour）

ホストが、このリスナーに対して定義されている時間あたりの最大受信者数を超

えた場合に返される SMTPコード。
時間コードあたりの

最大受信者数（Max.
Recipients per Hour
Code）
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ホストが、このリスナーに対して定義されている時間あたりの最大受信者数を超

えた場合に返される SMTPバナーテキスト。
1時間あたりの最大受
信者数の超過テキス

ト（Max. Recipients
Per Hour Exceeded
Text）

送信者のレート制限

このリスナーがメール送信者アドレスに基づいて一義的なエンベロープ送信者か

ら受信する指定した期間中の最大受信者数。最大受信者数はグローバルに追跡さ

れません。各リスナーは各レート制限のしきい値を追跡します。ただし、すべて

のリスナーは単一のカウンタに対して検証するので、同じメール送信者アドレス

からのメッセージが複数のリスナーによって受信されるとレート制限を超える可

能性が高くなります。

デフォルトの最大受信者数を使用するか、無制限の受信者を許可するか、または

別の最大受信者数を指定するか選択します。

他のメールフローポリシーによってデフォルトで使用される、最大受信者数と

時間間隔を指定するデフォルトのメールフローポリシー設定を使用します。時

間間隔はデフォルトのメールフローポリシーを使用してしか指定できません。

時間間隔あたりの最

大受信者数（Max.
Recipients per Time
Interval）

SMTPコードは、エンベロープがこのリスナーに対して定義された時間間隔の最
大受信者数を超えた場合に返されます。

送信者のレート制限

超過エラーコード

（Sender Rate Limit
Exceeded Error Code）

SMTPバナーテキストは、エンベロープの送信者がこのリスナーに対して定義さ
れた時間間隔の最大受信者数を超えた場合に返されます。

送信者のレート制限

超過エラーテキスト

（Sender Rate Limit
Exceeded Error Text）

特定のエンベロープ送信者を定義されているレート制限から免除する場合は、そ

のエンベロープ送信者を含むアドレスリストを選択します。詳細については、着

信接続ルールへの送信者アドレスリストの使用, （136ページ）を参照してくだ
さい。

例外

フロー制御（Flow Control）

このリスナーに対するSenderBase情報サービスでの「検索」をイネーブルにしま
す。

Use SenderBase for
Flow Control
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リスナーのホストアクセステーブル（HAT）内のエントリを大規模な CIDRブ
ロックで管理しつつ、IPアドレスごとに着信メールを追跡およびレート制限する
ために使用します。レート制限のために類似の IPアドレスをグループ化するため
の有効ビットの範囲（0～32）を定義しつつ、その範囲内の IPアドレスごとに個
別のカウンタを保持します。[SenderBaseを使用（UseSenderBase）]をディセーブ
ルにする必要があります。HAT Significant Bitsの詳細については、ルーティング
および配信機能の設定, （685ページ）を参照してください。

IPアドレスの類似性
でグループ化：（有

効ビット範囲 0～
32）（Group by
Similarity of IP
Addresses: (significant
bits 0-32)）

ディレクトリ獲得攻撃防御（DHAP）

このリスナーがリモートホストから受け取る無効な受信者の1時間あたりの最大
数です。このしきい値は、RAT拒否とSMTPコールアヘッドサーバプロファイル
拒否の総数を表します。これは、無効な LDAP受信者宛てのため SMTPカンバ
セーション中にドロップされたメッセージの総数と、ワークキュー内でバウンス

されたメッセージの合計です（関連付けられたリスナーのLDAP承認設定に設定
されたとおり）。LDAPアクセプトクエリーのDHAPの設定の詳細については、
LDAPクエリに関する作業, （769ページ）を参照してください。

ディレクトリ獲得攻

撃防止：1時間あたり
の最大無効受信大数

アプライアンスは、無効な受信者のしきい値に達するとホストへの接続をドロッ

プします。

ディレクトリ獲得攻

撃防御：SMTP対話内
で DHAPしきい値に
到達した場合、接続

をドロップ（Directory
Harvest Attack
Prevention: Drop
Connection if DHAP
threshold is Reached
within an SMTP
Conversation）

接続をドロップするときに使用するコードを指定します。デフォルトのコードは

550です。
時間コードあたりの

無効な受信者の最大

数（Max. Invalid
Recipients Per Hour
Code）：

ドロップした接続に対して使用するテキストを指定します。デフォルトのテキス

トは「Too many invalid recipients」です。
時間テキストあたり

の無効な受信者の最

大数（Max. Invalid
Recipients Per Hour
Text）：
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SMTPカンバセーション中にDHAPしきい値に達した場合の接続のドロップをイ
ネーブルにします。

SMTP対話内でDHAP
しきい値に到達した

場合、接続をドロッ

プ（Drop Connection
if DHAP threshold is
reached within an
SMTP Conversation）

SMTPカンバセーション中の DHAPにより接続をドロップするときに使用する
コードを指定します。デフォルトのコードは 550です。

時間コードあたりの

無効な受信者の最大

数（Max. Invalid
Recipients Per Hour
Code）

SMTPカンバセーション中のDHAPにより接続をドロップするときに使用するテ
キストを指定します。

時間テキストあたり

の無効な受信者の最

大数（Max. Invalid
Recipients Per Hour
Text）：

スパム検出

このリスナー上でアンチスパムスキャンを有効にします。アンチスパムスキャ

ン（Anti-spam
scanning）

ウイルス検出

このリスナー上でアンチウイルススキャンを有効にします。アンチウイルスス

キャン（Anti-virus
scanning）

暗号化と認証
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このリスナーに対する SMTPカンバセーションのトランスポートレイヤセキュ
リティ（TLS）の拒否、推奨、必須を設定します。

[推奨（Preferred）]を選択すると、ドメインおよび電子メールアドレスを指定す
るアドレスリストを選択することによって、特定のドメインまたは特定の電子

メールアドレスを持つドメインのエンベロープ送信者に対して TLSを必須に設
定できます。このリストのドメインまたはアドレスに一致するエンベロープ送信

者がTLSを使用しない接続経由でメッセージを送信しようとすると、アプライア
ンスは接続を拒否し、送信者は再び TLSを使用して送信を試みる必要がありま
す。

[クライアント証明書の検証（Verify Client Certificate）]オプションは、クライア
ント認証が有効な場合、Eメールセキュリティアプライアンスがユーザのメール
アプリケーションとTLS接続を確立するように指示します。TLS推奨設定にこの
オプションを選択した場合、ユーザが証明書を持たない場合にもアプライアンス

は非TLS接続を許可しますが、ユーザが無効な証明書を持つ場合は、接続を拒否
します。TLS必須設定の場合、このオプションを選択すると、アプライアンスが
接続を許可するために有効な証明書が必要になります。

アドレスリストの作成の詳細については、着信接続ルールへの送信者アドレス

リストの使用, （136ページ）を参照してください。

TLS接続のクライアント証明書を使用する方法については、アプライアンスから
の TLS接続の確立, （818ページ）を参照してください。

TLS

リスナーに接続するリモートホストからのSMTP認証を許可、禁止、義務付けま
す。SMTP認証については、「LDAPクエリー」の章で詳細を説明します。

SMTP認証

TLSに SMTP認証を提供するよう義務付けます。TLSと SMTP認証の
両方が有効化されて

いる場合（IfBothTLS
and SMTP
Authentication are
enabled）：

このリスナーでドメインキーまたはDKIM署名を有効にします。（承認およびリ
レーのみ）。

ドメインキー/DKIM
署名（Domain Key/
DKIM Signing）

DKIM検証をイネーブルにします。DKIM検証（DKIM
Verification）

S/MIMEの復号化と検証
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• S/MIMEの復号化または検証を有効にします。

• S/MIMEの検証後、デジタル署名を維持するかメッセージから削除するかを
選択します。トリプルラップされたメッセージの場合、内部署名のみが維

持または削除されます。

S/MIMEの復号化/検
証

S/MIME公開キーの収集

S/MIME公開キーの収集をイネーブルにします。S/MIME公開キーの収
集

署名された着信メッセージの検証に失敗した場合、公開キーを収集するかどうか

を選択します。

検証エラー時の証明

書の収集

更新された公開キーを収集するかどうかを選択します。更新された証明書の

保存

SPF/SIDF検証

このリスナーでSPF/SIDF署名をイネーブルにします。詳細については、電子メー
ル認証, （585ページ）を参照してください。

SPF/SIDF検証のイ
ネーブル化（Enable
SPF/SIDF
Verification）

SPF/SIDF準拠レベルを設定します。[SPF]、[SIDF]、[SIDF互換（SIDFCompatible）]
のいずれかを選択します。詳細は、電子メール認証,（585ページ）を参照してく
ださい。

準拠レベル

（Conformance
Level）

準拠レベルとして [SIDF互換（SIDFCompatible）]を選択した場合、メッセージ中
に Resent-Sender:ヘッダーまたは Resent-From:ヘッダーが存在する場合に、PRA
Identity検証の結果 PassをNoneにダウングレードするかどうかを設定します。こ
のオプションはセキュリティ目的で選択します。

「Resent-Sender:」ま
たは「Resent-From:」
を使用した場合、

PRA検証結果をダウ
ングレードします:
（Downgrade PRA
verification result if
'Resent-Sender:' or
'Resent-From:' were
used:）

HELO IDに対してテストを実行するかどうかを設定します（[SPF]および [SIDF
互換（SIDF Compatible）]準拠レベルで使用します）。

HELOテスト（HELO
Test）

DMARC検証
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このリスナーで DMARK検証をイネーブルにします。詳細については、DMARC
検証, （619ページ）を参照してください。

DMARC検証のイネー
ブル化（Enable
DMARCVerification）

このリスナーで使用する DMARK検証プロファイルを選択します。DMARC検証プロファ
イルを使用（Use
DMARC Verification
Profile）

DMARC集計フィードバックレポートの送信をイネーブルにします。

DMARC集計フィードバックレポートの詳細については、DMARC集計レポート,
（627ページ）を参照してください。

DMARCを指定するには、フィードバックレポートメッセージが
DMARCに準拠している必要があります。これらのメッセージにDKIM
署名が付いていることを確認するか、または適切な SPFレコードをパ
ブリッシュする必要があります。

（注）

DMARCフィードバッ
クレポート（DMARC
Feedback Reports）

タグなしバウンス

バウンス検証タギング（「ルーティングおよび配信機能の設定」の章で説明）が

イネーブルになっている場合にだけ適用されます。デフォルトでは、アプライア

ンスはタグのないバウンスを無効とみなし、バウンス検証の設定に応じて、バウ

ンスを拒否するか、カスタムヘッダーを追加します。タグの付いていないバウン

スを有効とみなすことを選択した場合、アプライアンスはバウンスメッセージを

受け入れます。

タグなしバウンスを

有効と見なす

（Consider Untagged
Bounces to be Valid）

エンベロープ送信者の DNS検証

送信者の検証, （140ページ）を参照してください。

例外テーブル

送信者検証ドメイン例外テーブルを使用します。例外テーブルは 1つだけ使用で
きますが、メールフローポリシーごとにイネーブルにできます。詳細について

は、送信者検証例外テーブル, （143ページ）を参照してください。

例外テーブルを使用

（Use Exception
Table）

アンチスパムまたはアンチウイルススキャンがHATでグローバルに有効な場合、メッセージは
アンチスパムまたはアンチウイルススキャンのためにアプライアンスによって受け入れられる

と同時にフラグが付けられます。メッセージを許可した後にアンチスパムまたはアンチウイル

ススキャンが無効にされた場合、メッセージは、ワークキューを出るときに引き続きスキャン

対象になります。

（注）
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ステップ 4 変更を送信し、保存します。

メールフローポリシーのデフォルト値の定義

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]をクリックします。
ステップ 2 [リスナー（Listener）]フィールドで編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 設定したメールフローポリシーの下の [デフォルトポリシーパラメータ（Default Policy Parameters）]リン

クをクリックします。

ステップ 4 このリスナーのすべてのメールフローポリシーで使用するデフォルト値を定義します。

プロパティの詳細については、メールフローポリシーを使用した着信メッセージのルールの定義, （127
ページ）を参照してください。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

ホストアクセステーブルの設定の使用
ホストアクセステーブルに格納されているすべての情報をファイルにエクスポートし、ファイル

に格納されているホストアクセステーブル情報をリスナー用のアプライアンスにインポートでき

ます。このとき、既存のすべてのホストアクセステーブル情報は上書きされます。

外部ファイルへのホストアクセステーブル設定のエクスポート

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]ページに移動します。
ステップ 2 [リスナー（Listener）]メニューで編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [HATをエクスポート（Export HAT）]をクリックします。
ステップ 4 エクスポートする HATのファイル名を入力します。これは、アプライアンスの設定ディレクトリに作成

されるファイルの名前になります。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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外部ファイルからのホストアクセステーブル設定のインポート

HATをインポートすると、既存のすべての HATエントリが現在の HATから削除されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]ページに移動します。
ステップ 2 [リスナー（Listener）]メニューで編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [HATをインポート（Import HAT）]をクリックします。
ステップ 4 リストからファイルを選択します。

インポートするファイルは、アプライアンスの configurationディレクトリに存在する必要があ
ります。

（注）

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。既存のすべての HATエントリを削除することを確認する警告メッ
セージが表示されます。

ステップ 6 [インポート（Import）]をクリックします。
ステップ 7 変更を保存します。

ファイル内に「コメント」を配置できます。文字「#」で始まる行はコメントと見なされ、AsyncOSによっ
て無視されます。次に例を示します。

# File exported by the GUI at 20060530T215438
$BLOCKED

REJECT {}
[ ... ]

着信接続ルールへの送信者アドレスリストの使用
メールフローポリシーは、レート制限の除外、および必須 TLS接続などのエンベロープ送信者
グループに適用する特定の設定にアドレスリストを使用できます。アドレスリストは、電子メー

ルアドレス、ドメイン、部分ドメインおよび IPアドレスで構成できます。GUIで [メールポリ
シー（Mail Policies）] > [アドレスリスト（Address Lists）]のページを使用するか、または CLIの
addresslistconfigコマンドを使用し、アドレスリストを作成できます。[アドレスリスト（Address

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
136

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

外部ファイルからのホストアクセステーブル設定のインポート



Lists）]のページには、アドレスリストを使用するメールフローポリシーと共に、アプライアン
スのすべてのアドレスリストが表示されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [アドレスリスト（Address Lists）]を選択します。
ステップ 2 [アドレスリストの追加（Add Address List）]をクリックします。
ステップ 3 アドレスリストの名前を入力します。

ステップ 4 アドレスリストの説明を入力します。

ステップ 5 （任意）アドレスリストで完全な形式の電子メールアドレスを使用することを義務付けるには、[完全E
メールアドレスのみ許可（Allow only full Email Addresses）]を選択します。

ステップ 6 追加するアドレスを入力します。次の形式を使用できます。

•完全な電子メールアドレス：user@example.com

•電子メールアドレスの一部：user@

[完全Eメールアドレスのみ許可（Allow only full Email Addresses）]を選択した場合は、電
子メールアドレスの一部は使用できません。

（注）

•電子メールアドレスの IPアドレス：@[1.2.3.4]

•ドメインのすべてのユーザ：@example.com

•部分ドメインのすべてのユーザ：@.example.com

ドメインおよび IPアドレスは @文字で開始する必要があることに注意してください。

カンマで電子メールアドレスを区切ります。新しい行を使ってアドレスを区切る場合、AsyncOSは自動
的にエントリをカンマで区切られたリストに変換します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

SenderBase 設定とメールフローポリシー
アプライアンスへの接続を分類し、メールフローポリシーを適用するには（レート制限が含まれ

る場合と含まれない場合がある）、リスナーは次の方法を使用します。

[分類（Classification）] -> [送信者グループ（SenderGroup）] -> [メールフローポリシー（Mail Flow
Policy）] -> [レート制限（Rate Limiting]）

詳細については、ネットワークオーナー、ドメイン、IPアドレスで定義される送信者グループ,
（114ページ）を参照してください。

「分類（Classification）」段階では、送信側ホストの IPアドレスを使用して、（パブリックリス
ナーで受信した）受信 SMTPセッションを送信者グループに分類します。送信者グループに関連
付けられたメールフローポリシーには、レート制限をイネーブルにするパラメータがある場合が

あります。レート制限により、セッションあたりの最大メッセージ数、メッセージあたりの最大
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受信者数、最大メッセージサイズ、リモートホストから受け付ける最大同時接続数が制限されま

す。

通常、このプロセスでは、対応する名前の送信者グループの各送信者に対して受信者をカウント

します。同じ時間帯に複数の送信者からメールを受信した場合、すべての送信者に対する受信者

の合計数が制限値と比較されます。

このカウント方法には、次に示すいくつかの例外があります。

•ネットワークオーナーによって分類が行われた場合、SenderBaseレピュテーションサービス
によってアドレスの大きなブロックが小さなブロックに自動的に分割されます。

このような小さな各ブロックに対して、受信者と受信者レート制限のカウントが別々に実行され

ます（通常、/24 CIDRブロックと同じですが、必ずしも同じではありません）。

• HAT Significant Bits機能を使用する場合について説明します。この場合、ポリシーに関連付
けられた significant bitsパラメータを適用して、大きなブロックのアドレスが小さなブロック
に分割されます。

このパラメータは [メールフローポリシー（Mail Flow Policy）] -> [レート制限（Rate Limiting）]
フェーズに関連しています。送信者グループの IPアドレスの分類に使用する「network/bits」CIDR
表記法は、「bits」フィールドとは異なります。

デフォルトでは、SenderBaseレピュテーションフィルタおよび IPプロファイリングのサポート
が、パブリックリスナーに対してはイネーブルで、プライベートリスナーに対してはディセーブ

ルです。

SenderBase クエリのタイムアウト
リスナーを設定する場合、SenderBaseレピュテーションサービスでクエリーを実行した情報をア
プライアンスがキャッシュする時間を指定できます。その後、メールフローポリシーを設定する

場合、SenderBaseをイネーブルにし、メールのフローをリスナーに制御できます。

メールフローポリシーを設定する場合、[フロー制御にSenderBaseを使用（UseSenderBase for Flow
Control）]設定を使用したGUIのメールフローポリシーか、または listenerconfig > hostaccess

> editコマンドを使用した CLIで SenderBaseをイネーブルにします。

HAT Significant Bits 機能
AsyncOSの 3.8.3リリース以降では、大きな CIDRブロック内のリスナーのホストアクセステー
ブル（HAT）の送信者グループエントリを管理しながら、IPアドレス単位で受信メールの追跡お
よびレート制限を実行できます。たとえば、着信接続がホスト「10.1.1.0/24」と一致した場合、す
べてのトラフィックを 1つの大きなカウンタに集約するのではなく、範囲内の個別のアドレスに
対してカウンタが生成されます。
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HATポリシーの significant bitsオプションを有効にするには、HATフロー制御オプションの
「User SenderBase」を無効にする必要があります（または、CLIの場合、listenerconfig ->

setupコマンドで SenderBase情報サービスを有効にするための質問「Would you like to enable
SenderBase Reputation Filters and IP Profiling support?」に noと回答します）。つまり、Hat
Significant Bits機能と SenderBase IPプロファイリングサポートのイネーブル化は相互に排他的
です。

（注）

ほとんどの場合、この機能を使用して送信者グループを広く定義し（つまり、「10.1.1.0/24」や
「10.1.0.0/16」のような IPアドレスの大きなグループ）、IPアドレスの小さなグループにメール
フローレート制限を狭く適用します。

HAT Significant Bits機能は、次のようなシステムのコンポーネントに対応します。

HAT 設定
HATの設定には、送信者グループとメールフローポリシーの 2つの部分があります。送信者グ
ループの設定では、送信者の IPアドレスの「分類」（送信者グループに入れる）方法を定義しま
す。メールフローポリシー設定では IPアドレスからの SMTPセッションの管理方法を定義しま
す。この機能を使用すると、IPアドレスは「CIDRブロックで分類された」（たとえば、10.1.1.0/24）
送信者グループとなり、個々のホスト（/32）として制御されます。これは「signficant_bits」ポリ
シー設定を使用して実行されます。

Significant Bits HAT ポリシーオプション
HAT構文では signficant_bits設定オプションを使用できます。この機能は、[メールポリシー（Mail
Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]ページの GUIに表示されます。

フロー制御に SenderBaseを使用するオプションが [OFF]になっているか、または [ディレクトリ
獲得攻撃防御（Directory Harvest Attack Prevention）]がイネーブルになっている場合、「significant
bits」値は、接続している送信者の IPアドレスに適用され、結果的に CIDR表記法が、HAT内の
定義済みの送信者グループと一致させるためのトークンとして使用されます。CIDRブロックで囲
まれた一番右のビットは、文字列の作成時に「ゼロ設定」になります。そのため、接続が IPアド
レス1.2.3.4から確立され、significant_bitsオプションが24に設定されたポリシーと一致する場合、
結果として生じる CIDRブロックは 1.2.3.0/24になります。この機能を使用すると、HAT送信者
グループエントリ（たとえば、10.1.1.0/24）には、グループに割り当てられたポリシー内の有効
ビットエントリ（上記の例では、32）とは異なる数のネットワーク有効ビット（24）が存在する
可能性があります。

listenerconfigコマンドの詳細については、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email
Security Appliances』を参照してください。

インジェクション制御期間

インジェクション制御カウンタがリセットされた場合に調整できるグローバル設定オプションが

あります。多数の IPアドレスのカウンタを管理している非常にビジーなシステムの場合、カウン
タをより頻繁に（たとえば、60分間隔ではなく 15分間隔で）リセットするように設定します。
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これにより、データが管理不能なサイズにまで増大したり、システムのパフォーマンスに影響を

与えたりすることを回避できます。

現在のデフォルト値は 3600秒（1時間）です。最小 1分（60秒）から最大 4時間（14,400秒）ま
での期間を指定できます。

GUIでグローバル設定を使用してこの期間を調整します（詳細については、リスナーのグローバ
ル設定, （83ページ）を参照してください）。

また、CLIの listenerconfig -> setupコマンドを使用してこの期間を調整することもできます。

listenerconfigコマンドの詳細については、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email
Security Appliances』を参照してください。

送信者の検証
スパムや無用なメールは、多くの場合、DNSで解決できないドメインまたは IPアドレスを持つ送
信者によって送信されます。DNS検証とは、送信者に関する信頼できる情報を取得し、それに
従ってメールを処理することを意味します。SMTPカンバセーションの前に送信者検証（送信者
の IPアドレスの DNSルックアップに基づく接続のフィルタリング）を行うことは、アプライア
ンス上のメールパイプラインを介して処理されるジャンクメールの量を減らすことにも役立ちま

す。

未検証の送信者からのメールは自動的に廃棄されます。代わりに、AsyncOSには、未検証の送信
者からのメールを処理する方法を決定する送信者検証設定があります。たとえば、SMTPカンバ
セーションの前に未検証の送信者からのすべてのメールを自動的にブロックしたり、未検証の送

信者をスロットリングしたりするようにアプライアンスを設定できます。

送信者検証機能は、次のコンポーネントで構成されます。

•接続ホストの検証（Verification of the connecting host）。これは、SMTPカンバセーションの
前に実行されます。詳細については、送信者検証：ホスト,（140ページ）を参照してくださ
い。

•エンベロープ送信者のドメイン部分の検証（Verification of the domain portion of the envelope
sender）。これは SMTPカンバセーションの中で実行されます。詳細については、送信者検
証：エンベロープ送信者, （141ページ）を参照してください。

送信者検証：ホスト

送信者が未検証となる理由にはさまざまなものがあります。たとえば、DNSサーバが「ダウン」
または応答しないか、ドメインが存在しないことが考えられます。送信者グループのホストDNS
検証設定では、SMTPカンバセーションの前に未検証の送信者を分類し、さまざまな種類の未検
証の送信者をさまざまな送信者グループに含めることができます。

アプライアンスは、着信メールについて、DNSを通じて接続元ホストの送信元ドメインを検証し
ようとします。この検証は、SMTPカンバセーションの前に実行されます。ダブル DNSルック
アップの実行によって、リモートホストの IPアドレス（つまり、ドメイン）が取得され、有効性
が検証されます。ダブル DNSルックアップは、接続元ホストの IPアドレスに対する逆引き DNS

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
140

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

送信者の検証



（PTR）ルックアップと、それに続くPTRルックアップ結果に対する正引きDNS（A）ルックアッ
プからなります。その後、アプライアンスはAルックアップの結果がPTRルックアップの結果と
一致するかどうかをチェックします。PTRルックアップまたはAルックアップが失敗するか、結
果が一致しない場合、システムは IPアドレスのみを使用して HAT内のエントリを照合し、送信
者は未検証と見なされます。

未検証の送信者は、次のカテゴリに分類されます。

•接続元ホストの PTRレコードが DNSに存在しない。

• DNSの一時的な障害により接続元ホストの PTRレコードのルックアップに失敗した。

•接続元ホストの逆引き DNSルックアップ（PTR）が正引き DNSルックアップ（A）に一致
しない。

送信者グループの [接続ホストのDNS検証（Connecting Host DNS Verification）]設定を使用して、
未検証の送信者に対する動作を指定できます（送信者グループ SUSPECTLISTを使用した未検証
の送信者からのメッセージのスロットリング, （144ページ）を参照）。

すべての送信者グループの送信者グループ設定でホストDNS検証をイネーブルにできますが、ホ
ストDNS検証設定を送信者グループに追加するということは、そのグループに未検証の送信者を
含めることになるという点に注意してください。つまり、スパムやその他の無用なメールが含ま

れることになります。そのため、これらの設定は、送信者を拒否またはスロットリングする送信

者グループに対してのみイネーブルにすることを推奨します。たとえば、送信者グループ

WHITELISTに対してDNS検証を有効にすると、未検証の送信者からのメールが、WHITELIST内
の信頼できる送信者からのメールと同じように扱われることを意味します（メールフローポリ

シーの設定内容に応じて、アンチスパムまたはアンチウイルスチェック、レート制限などのバイ

パスを含みます）。

送信者検証：エンベロープ送信者

エンベロープ送信者検証を使用すると、エンベロープ送信者のドメイン部分がDNSで検証されま
す（エンベロープ送信者のドメインが解決されるか。エンベロープ送信者のドメインの Aレコー
ドまたはMXレコードが DNSに存在するか）。ドメインは、DNSで確認試行がタイムアウトま
たはDNSサーバの障害などの一時的なエラー状態が発生したかを解決できません。これに対し、
ドメインをルックアップしようとしたときに明確な「domain does not exist」ステータスが返され
た場合、ドメインは存在しません。この検証が SMTPカンバセーションの中で実行されるのに対
し、ホスト DNS検証はカンバセーションが開始される前に実行され、接続元 SMTPサーバの IP
アドレスに適用されます。

詳細：AsyncOSは、送信者のアドレスのドメインに対してMXレコードクエリーを実行します。
次に AsyncOSは、MXレコードのルックアップの結果に基づいて、Aレコードのルックアップを
行います。DNSサーバが「NXDOMAIN」（このドメインのレコードがない）を返した場合、
AsyncOSはそのドメインが存在しないものとして扱います。これは「存在しないドメインのエン
ベロープ送信者」カテゴリに分類されます。NXDOMAINは、ルートネームサーバがこのドメイ
ンの権威ネームサーバを提供していないことを意味する場合があります。
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ただし DNSサーバが「SERVERFAIL」を返した場合、DNSサーバは「応答がないドメインのエ
ンベロープ送信者」カテゴリに分類されます。SERVFAILは、ドメインが存在しないが、DNSで
レコードのルックアップ中に一時的な問題が発生していることを示します。

スパマーなどの不法なメール送信者が使用する一般的な手法は、MAIL FROM情報（エンベロー
プ送信者内）を偽造し、受け付けられた未検証の送信者からのメールが処理されるようにするこ

とです。これにより、MAIL FROMアドレスに送信されたバウンスメッセージが配信不能になる
ため、問題が生じる可能性があります。エンベロープ送信者検証を使用すると、不正な形式の（た

だし空白ではない）MAIL FROMを拒否するようにアプライアンスを設定できます。

各メールフローポリシーで、次のことが可能です。

•エンベロープ送信者の DNS検証をイネーブルにする。

•不正な形式のエンベロープ送信者に対し、カスタム SMTPコードと応答を渡す。エンベロー
プ送信者の DNS検証をイネーブルにした場合、不正な形式のエンベロープ送信者はブロッ
クされます。

•解決されないエンベロープ送信者ドメインに対しカスタム応答を渡す。

• DNSに存在しないエンベロープ送信者ドメインに対しカスタム応答を渡す。

送信者検証例外テーブルを使用して、ドメインまたはアドレスのリストを格納し、そこからのメー

ルを自動的に許可または拒否することができます（送信者検証例外テーブル,（143ページ）を参
照）。送信者検証例外テーブルは、エンベロープ送信者検証とは独立してイネーブルにできます。

そのため、たとえば、例外テーブルで指定した特別なアドレスやドメインを、エンベロープ送信

者検証をイネーブルにすることなく拒否できます。また、内部ドメインまたはテストドメインか

らのメールを、他の方法で検証されない場合でも常に許可することもできます。

ほとんどのスパムは未検証の送信者から受信されますが、未検証の送信者からのメールを受け付

けることが必要な理由があります。たとえば、すべての正規の電子メールをDNSルックアップで
検証できるわけではありません。一時的なDNSサーバの問題により送信者を検証できないことが
あります。

未検証の送信者からのメール送信が試みられた場合、送信者検証例外テーブルとメールフローポ

リシーのエンベロープ送信者DNS検証設定を使用して、SMTPカンバセーション中にエンベロー
プ送信者が分類されます。たとえば、DNSに存在しないために検証されない送信元ドメインから
のメールを受け付けてスロットリングすることができます。いったんそのメールを受け付けた後、

MAIL FROMの形式が不正なメッセージは、カスタマイズ可能な SMTPコードと応答で拒否され
ます。これは SMTPカンバセーションの中で実行されます。

任意のメールフローポリシーに対し、メールフローポリシー設定中で、エンベロープ送信者の

DNS検証（ドメイン例外テーブルを含む）をイネーブルにできます。これには、GUIまたは CLI
（listenerconfig -> edit -> hostaccess -> < policy > ）を使用します。

部分ドメイン、デフォルトドメイン、不正な形式の MAIL FROM
エンベロープ送信者検証をイネーブルにするか、リスナーの SMTPアドレス解析オプションで部
分ドメインの許可をディセーブルにすると（「ゲートウェイでのメール受信の設定」の章の「SMTP
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アドレス解析オプション」の項を参照）、そのリスナーのデフォルトドメイン設定は使用されな

くなります。

これらの機能は互いに排他的です。

カスタム SMTP コードと応答
エンベロープ送信者の形式が不正なメッセージ、DNSに存在しないエンベロープ送信者、DNSク
エリーで解決できない（DNSサーバがダウンしているなど）エンベロープ送信者に対し、SMTP
コードと応答メッセージを指定できます。

SMTP応答には変数$EnvelopeSenderを含めることができます。これは、カスタム応答を送信する

ときにエンベロープ送信者の値に展開されます。

一般には「Domain does not exist」結果は永続的ですが、これを一時的な状態にすることができま
す。そのようなケースを扱うために、「保守的な」ユーザは、エラーコードをデフォルトの5XX
から 4XXに変更できます。

送信者検証例外テーブル

送信者検証例外テーブルは、SMTPカンバセーション中に自動的に許可または拒否されるドメイ
ンまたは電子メールアドレスのリストです。また、拒否されるドメインについて、オプションの

SMTPコードと拒否応答を指定することもできます。アプライアンスあたりの送信者検証例外テー
ブルは 1つのみであり、メールフローポリシーごとにイネーブルにされます。

送信者検証例外テーブルは、明らかに偽物であるものの、形式が正しいドメインまたは電子メー

ルアドレスをリストし、そこからのメールを拒否するために使用できます。たとえば、形式が正

しいMAIL FROM pres@whitehouse.govを送信者検証例外テーブルに格納し、自動的に拒否するよ

うに設定できます。また、内部ドメインやテストドメインなど、自動的に許可するドメインをリ

ストすることもできます。これは、受信者アクセステーブル（RAT）で行われるエンベロープ受
信者（SMTP RCPT TOコマンド）処理に似ています。

送信者検証例外テーブルは、GUIの [メールポリシー（Mail Policies）] > [例外テーブル（Exception
Table）]ページ（またはCLIの exceptionconfigコマンド）で定義された後、GUI（メールフロー
ポリシーACCEPTEDを使用した未検証送信者への送信メッセージの定義,（145ページ）を参照）
または CLI（『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照）でポリ
シーごとに有効化されます。

送信者検証例外テーブルのエントリの構文は次のとおりです。

例外テーブルの変更については送信者の電子メールアドレスに基づいた送信者検証ルールからの

未検証送信者の除外, （146ページ）を参照してください。

送信者検証の実装 — 設定例
ここでは、ホストとエンベロープ送信者検証の典型的で保守的な実装の例を示します。

この例では、ホスト送信者検証を実装するときに、既存の送信者グループ SUSPECTLISTとメー
ルフローポリシー THROTTLEDにより、逆引き DNSルックアップが一致しない接続元ホストか
らのメールがスロットリングされます。
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新しい送信者グループ（UNVERIFIED）と新しいメールフローポリシー（THROTTLEMORE）が
作成されます。検証されない接続元ホストからのメールは、SMTPカンバセーションの前にスロッ
トリングされます（送信者グループ UNVERIFIEDとより積極的なメールフローポリシー
THROTTLEMOREが使用されます）。

メールフローポリシー ACCEPTEDに対してエンベロープ送信者検証がイネーブルにされます。

次の表に、送信者検証を実装するための推奨される設定を示します。

表 18：送信者検証：推奨される設定

含めるポリシー送信者グループ

SMTPカンバセーションの前。

接続元ホストの PTRレコードが DNSに存在しない。

接続元ホストの逆引き DNSルックアップ（PTR）が正引き DNS
ルックアップ（A）に一致しない。

THROTTLEMORE

THROTTLED

UNVERIFIED

SUSPECTLIST

SMTPカンバセーション中のエンベロープ送信者検証。

-形式が不正なMAIL FROM:。

-エンベロープ送信者が DNSに存在しない。

-エンベロープ送信者が DNSで解決されない。

ACCEPTED

送信者グループ SUSPECTLIST を使用した未検証の送信者からのメッセージのスロッ
トリング

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [HAT概要（HAT Overview）]を選択します。
ステップ 2 送信者グループのリストで [SUSPECTLIST]をクリックします。
ステップ 3 [設定を編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 4 リストから [スロットル（THROTTLED）]ポリシーを選択します。
ステップ 5 [接続ホストのDNS検証（Connecting Host DNS Verification）]の中の [接続ホスト逆引きDNS検索（PTR）

が転送DNS検索（A）と一致しない（Connecting host reverse DNS lookup (PTR) does not match the forward
DNS lookup (A)）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

逆引き DNSルックアップが失敗した送信者は送信者グループ SUSPECTLISTに一致し、メールフローポ
リシー THROTTLEDのデフォルトアクションが実行されます。
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未検証の送信者へのより厳格なスロットリング設定の実行

ステップ 1 まず、新しいメールフローポリシーを作成し（この例では THROTTLEMOREという名前を付けます）、
より厳格なスロットリング設定を行います。

a) [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]ページで [ポリシーを追加（Add Policy）]をクリックし
ます。

b) メールフローポリシーの名前を入力し、[接続動作（Connection Behavior）]として [承認（Accept）]
を選択します。

c) メールをスロットリングするようにポリシーを設定します。
d) 変更を送信し、保存します。

ステップ 2 次に、新しい送信者グループを作成し（この例では、UNVERIFIEDという名前を付けます）、
THROTTLEMOREポリシーを使用するように設定します。
a) [HAT概要（HAT Overview）]ページで [送信者グループを追加（Add Sender Group）]をクリックしま
す。

b) リストから [THROTTLEMORE]ポリシーを選択します。
c) [接続ホストのDNS検証（Connecting Host DNS Verification）]中の [接続ホストのPTRレコードがDNSに
存在しません（Connecting host PTR record does not exist in DNS）]チェックボックスをオンにします。

d) 変更を送信し、保存します。

メールフローポリシー ACCEPTED を使用した未検証送信者への送信メッセージの定
義

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]を選択します。
ステップ 2 [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]ページで、メールフローポリシー [承認（ACCEPTED）]

をクリックします。

ステップ 3 [送信者の検証（Sender Verification）]セクションまでスクロールします。
ステップ 4 [エンベロープ送信者 DNSの検証（Envelope Sender DNS Verification）]セクションで、次を実行します。

• [On]を選択し、このメールフローポリシーに対するエンベロープ送信者の DNS検証をイネーブル
にします。

•カスタム SMTPコードと応答を定義することもできます。

ステップ 5 [ドメイン例外テーブルの使用（Use Domain Exception Table）]セクションで [オン（On）]を選択して、ド
メイン例外テーブルを有効にします。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。
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送信者の電子メールアドレスに基づいた送信者検証ルールからの未検証送信者の除

外

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [例外テーブル（Exception Table）]を選択します。
例外テーブルは、[例外テーブルを使用（Use Exception Table）]がイネーブルに設定されている
すべてのメールフローポリシーにグローバルに適用されます。

（注）

ステップ 2 [メールポリシー（Mail Policies）] > [例外テーブル（ExceptionTable）]ページで [ドメイン例外を追加（Add
Domain Exception）]をクリックします。

ステップ 3 電子メールアドレスを入力します。具体的なアドレス（pres@whitehouse.gov）、名前（user@）、ドメイ
ン（@example.comまたは@.example.com）、または IPアドレスを角カッコで囲んだアドレス
（user@[192.168.23.1]）を入力できます。

ステップ 4 そのアドレスからのメッセージを許可するか拒否するかを指定します。メールを拒否する場合、SMTP
コードとカスタム応答を指定することもできます。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

送信者検証例外テーブル内でのアドレスの検索

ステップ 1 [例外テーブル（Exception Table）]ページの [ドメイン例外の検索（Find Domain Exception）]セクションに
電子メールアドレスを入力します。

ステップ 2 [検索（Find）]をクリックします。
テーブル中のいずれかのエントリにアドレスが一致した場合、最初に一致したエントリが表示されます。

未検証送信者からのメッセージの設定テスト

これで送信者検証設定を完了したため、アプライアンスの動作を確認できます。

DNS関連の設定のテストは、本書の範囲を超えていることに注意してください。
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形式が不正な MAIL FROM 送信者アドレスのテストメッセージの送信
THROTTLEDポリシーのさまざまな DNS関連の設定をテストすることは難しい場合があります
が、形式が不正なMAIL FROM設定をテストできます。

ステップ 1 アプライアンスへの Telnetセッションを開きます。
ステップ 2 SMTPコマンドを使用して、形式が不正なMAILFROM（ドメインなしの「admin」など）を使用したテス

トメッセージを送信します。

デフォルトドメインを使用するか、メールを送受信するときに部分ドメインを明示的に許可す

るようにアプライアンスを設定した場合や、アドレス解析をイネーブルにした場合は（「ゲー

トウェイでのメール受信の設定」の章を参照）、ドメインがないかドメインの形式が正しくな

い電子メールを作成、送信、受信できない場合があります。

（注）

ステップ 3 メッセージが拒否されることを確認します。
# telnet IP_address_of_Email_Security_Appliance port
220 hostname ESMTP
helo example.com
250 hostname
mail from: admin
553 #5.5.4 Domain required for sender address

SMTPコードと応答が、メールフローポリシー THROTTLEDのエンベロープ送信者検証設定で設定した
ものになっていることを確認します。

送信者検証ルールから除外するアドレスからのメッセージの送信

送信者検証例外テーブルに列挙されている電子メールアドレスからのメールに対し、エンベロー

プ送信者検証が実行されないことを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アドレス admin@zzzaaazzz.comを、例外テーブルに動作「Allow」で追加します。
ステップ 2 変更を保存します。

ステップ 3 アプライアンスへの Telnetセッションを開きます。
ステップ 4 SMTPコマンドを使用して、送信者検証例外テーブルに入力した電子メールアドレス

（admin@zzzaaazzz.com）からテストメッセージを送信します。
ステップ 5 メッセージが許可されることを確認します。

# telnet IP_address_of_Email_Security_Appliance port
220 hostname ESMTP
helo example.com
250 hostname
mail from: admin@zzzaaazzz.com
250 sender <admin@zzzaaazzz.com> ok
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その電子メールアドレスを送信者検証例外テーブルから削除すると、エンベロープ送信者のドメイン部分

が DNSで検証されないため、その送信者からのメールが拒否されます。

送信者検証とロギング

次のログエントリは、送信者検証の判断例を示します。

エンベロープ送信者検証

形式が不正なエンベロープ送信者：

Thu Aug 10 10:14:10 2006 Info: ICID 3248 Address: <user> sender rejected, envelope sender
domain missing

ドメインが存在しない（NXDOMAIN）：

Wed Aug 9 15:39:47 2006 Info: ICID 1424 Address: <user@domain.com> sender rejected,
envelope sender domain does not exist

ドメインが解決されない（SERVFAIL）：

Wed Aug 9 15:44:27 2006 Info: ICID 1425 Address: <user@domain.com> sender rejected,
envelope sender domain could not be resolved
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第 8 章

ドメイン名または受信者アドレスに基づく

接続の許可または拒否

この章は、次の項で構成されています。

• 受信者のアドレスに基づく接続の許可または拒否の概要, 149 ページ

• 受信者アクセステーブル（RAT）の概要, 150 ページ

• GUIを使用した RATへのアクセス, 150 ページ

• CLIを使用した RATへのアクセス, 150 ページ

• デフォルトの RATエントリの編集, 151 ページ

• ドメインおよびユーザ, 151 ページ

受信者のアドレスに基づく接続の許可または拒否の概要
AsyncOSでは、各パブリックリスナーが受信者アドレスの許可および拒否操作を管理するために
受信者アクセステーブル（RAT）を使用します。受信者アドレスには次のものが含まれます。

•ドメイン

•電子メールアドレス

•電子メールアドレスのグループ

システムセットアップウィザードは、少なくとも 1つのパブリックリスナー（デフォルト値）
をアプライアンス上で設定するよう管理者に指示します。セットアップ時にパブリックリスナー

を設定すると、メールを受け入れるデフォルトのローカルドメインまたは特定のアドレスを指定

します。これらのローカルドメインまたは特定のアドレスは、パブリックリスナーの RATの最
初のエントリです。

各パブリックリスナーのデフォルトのエントリである [その他の受信者（All Other Recipients）]
は、すべての受信者からの電子メールを拒否します。管理者は、アプライアンスがメッセージを
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許可するすべてのローカルドメインを定義します。任意で、アプライアンスがメッセージを許可

または拒否する特定のユーザも定義できます。AsyncOSでは、受信者アクセステーブル（RAT）
を使用して適切なローカルドメインと特定のユーザを定義することができます。

複数ドメインのメッセージを受け入れるように、リスナーの設定が必要になる場合があります。

たとえば、組織で currentcompanyname.comドメインを使用しているが、以前は oldcompanyname.com

ドメインを使用していた場合は、currentcompanyname.comと oldcompanyname.comの両方のメッセー

ジを受け入れることができます。この場合、両方のローカルドメインをパブリックリスナーの

RATに含めます

（注：ドメインマップ機能によって、あるドメインから別のドメインにメッセージをマップでき

ます。「ルーティングおよびドメイン機能の設定」の章の「ドメインマップ機能」の項を参照し

てください）。

受信者アクセステーブル（RAT）の概要
受信者アクセステーブルは、パブリックリスナーが許可する受信者を定義します。少なくとも、

テーブルはアドレスおよびそのアドレスを受け入れるか拒否するかを指定します。

[受信者アクセステーブル(RAT)（Recipient Access Table (RAT)）]ページには、RAT内のエントリ
の一覧が、その順序、デフォルトのアクション、エントリが LDAP許可クエリーをバイパスする
ように設定されているかどうかと共に表示されます。

GUI を使用した RAT へのアクセス
GUI

[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信者アクセステーブル(RAT)（Recipient Access Table (RAT)）]に移
動します。

CLI を使用した RAT へのアクセス
CLI

listenerconfigコマンドと edit -> rcptaccess -> newサブコマンドを使用します。
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デフォルトの RAT エントリの編集
はじめる前に

•パブリックリスナーを設定します。

•インターネット上にオープンリレーを作成しないように、編集の計画には注意が必要です。
オープンリレー（「セキュアでないリレー」または「サードパーティリレー」とも呼びま

す）は、第三者による電子メールメッセージのリレーを許すSMTP電子メールサーバです。
オープンリレーがあると、ローカルユーザ向けでもローカルユーザからでもないメールを

処理することにより、非良心的な送信者がゲートウェイを通じて大量のスパムを送信するこ

とが可能になります。デフォルトでは、RATはすべての受信者を拒否し、オープンリレー
が作成されないようにします。

•デフォルトのエントリを RATから削除できないことに注意してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信者アクセステーブル（RAT）（Recipient Access Table（RAT））]
に移動します。

ステップ 2 [その他の受信者（All Other Recipients）]をクリックします。

ドメインおよびユーザ
RATを使用してメッセージを受け入れるドメインを変更する

アプライアンスがメッセージを許可するすべてのローカルドメインおよび特定のユーザを設定す

るには、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信者アクセステーブル(RAT)（Recipient Access
Table (RAT)）]ページを使用します。このページでは、次の作業を実行できます。

• RAT内のエントリの追加、削除、変更。

•エントリの順序の変更。

• RATエントリのテキストファイルへのエクスポート。

• RATエントリのテキストファイルからのインポート。テキストファイルからのインポート
は、既存のエントリを上書きします。
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メッセージを受け入れるドメインおよびユーザの追加

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信者アクセステーブル（RAT）（Recipient Access Table (RAT)）]
ページに移動します。

ステップ 2 [リスナーの概要（Overview for Listener）]フィールドで編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [受信者を追加...（Add Recipient）]をクリックします。
ステップ 4 エントリの順序を選択します。

ステップ 5 受信者のアドレスを入力します。

ステップ 6 受信者を許可するか拒否するかを選択します。

ステップ 7 （任意）受信者に対する LDAP許可クエリーをバイパスすることを選択します。
ステップ 8 （任意）このエントリに対してカスタム SMTP応答を使用します。

a) [カスタムSMTP応答（Custom SMTP Response）]で [はい（Yes）]を選択します。
b) SMTP応答コードとテキストを入力します。その受信者に対する RCPT TOコマンドへの SMTP応答を
含めます。

ステップ 9 （任意）[受信コントロールのバイパス（Bypass Receiving Control）]で [はい（Yes）]を選択して、スロッ
トリングのバイパスを選択します。

ステップ 10 変更を送信し、保存します。

受信者アドレスの定義

RATでは、受信者または受信者のグループを定義できます。受信者は、完全な電子メールアドレ
ス、ドメイン、部分ドメイン、ユーザ名、または IPアドレスで定義できます。

ホストの特定のインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）ア
ドレス。IPアドレスは文字「[]」で囲む必要があることに注意して
ください。

[IPv4 address]

ホストの特定のインターネットプロトコルバージョン 6（IPv6）ア
ドレス。IPアドレスは文字「[]」で囲む必要があることに注意して
ください。

[IPv6 address]

完全修飾ドメイン名。division.example.com

「partialhost」ドメイン内のすべて。.partialhost

完全な電子メールアドレス。user@domain

指定したユーザ名を含むすべてのアドレス。user@
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特定の IPv4または IPv6アドレスのユーザ名。IPアドレスは文字
「[]」で囲む必要があることに注意してください。

「user@IP_address」（角カッコ文字なし）は有効なアドレスではな
いことに注意してください。有効なアドレスを作成するために、

メッセージを受信したときに角カッコが追加され、受信者が RAT
で一致するかどうかに影響が出ることがあります。

user@[IP_address]

GUIのシステムセットアップウィザードの手順 4でドメインを受信者アクセステーブルに追
加する場合（手順 3：ネットワーク, （42ページ）を参照）、サブドメインを指定するための
別のエントリを追加することを検討してください。たとえば、ドメイン example.netを入力す

る場合、.example.netも入力した方がよい場合があります。第2のエントリにより、example.net

のすべてのサブドメイン宛てのメールが受信者アクセステーブルに一致するようになります。

RATで .example.comのみを指定した場合、.example.comのすべてのサブドメイン宛てのメー
ルを許可しますが、サブドメインがない完全な電子メールアドレス受信者（たとえば

joe@example.com）宛てのメールは許可されません。

（注）

特別な受信者での LDAP 許可のバイパス
LDAP許可クエリーを設定する場合、特定の受信者について許可クエリーをバイパスすることが
必要な場合があります。この機能は、customercare@example.comのように、ある受信者宛に受信

した電子メールについて、LDAPクエリの中で遅延させたりキューに格納したりしないことが望
ましい場合に便利です。

LDAP許可クエリーの前にワークキュー内で受信者アドレスを書き換えるように設定した場合（エ
イリアシングまたはドメインマップの使用など）、書き換えられたアドレスは LDAP許可クエ
リーをバイパスしません。たとえば、エイリアステーブルを使用して customercare@example.com

を bob@example.comおよび sue@example.comにマップします。customercare@example.comについて

LDAP許可のバイパスを設定した場合、エイリアシングが実行された後に、bob@example.comおよ

び sue@example.comに対して LDAP許可クエリが実行されます。

GUIで LDAP許可をバイパスするように設定するには、RATエントリを追加または編集するとき
に [この受信者のLDAPアクセプトクエリーをバイパスする（Bypass LDAP Accept Queries for this
Recipient）]を選択します。

CLIで LDAPアクセプトクエリーをバイパスするように設定するには、listenerconfig -> edit

-> rcptaccessコマンドを使用して受信者を入力するときに、次の質問に「y」と答えます。

Would you like to bypass LDAP ACCEPT for this entry? [Y]> y

LDAP許可をバイパスするように RATエントリを設定する場合、RATエントリの順序が、受信者
アドレスの一致のしかたに影響を与えることに注意してください。条件を満たす最初のRATエン
トリを使用して受信者アドレスが一致します。たとえば、RATエントリ postmaster@ironport.com
と ironport.comがあるとします。postmaster@ironport.comのエントリについては LDAP許可クエ
リーをバイパスするように設定し、ironport.comのエントリを ACCEPTに設定します。
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postmaster@ironport.com宛てのメールを受信した場合、LDAP許可がバイパスされるのは、
postmaster@ironport.comのエントリが ironport.comのエントリよりも前にある場合のみです。
ironport.comのエントリが postmaster@ironport.comのエントリの前にある場合、RATはこのエント
リを介して受信者アドレスと一致し、ACCEPTアクションが適用されます。

特別な受信者でのスロットリングのバイパス

受信者エントリで、リスナーでイネーブルになっているスロットリング制御メカニズムを受信者

がバイパスすることを指定できます。

この機能は、特定の受信者のメッセージを制限しない場合に便利です。たとえば、多くのユーザ

は、メールフローポリシーで定義されている受信制御に基づいて送信元ドメインがスロットリン

グされている場合でも、リスナー上でアドレス「postmaster@domain」の電子メールを受信します。

リスナーのRAT中で受信制御をバイパスするようにこの受信者を指定することで、同じドメイン
中の他の受信者用のメールフローポリシーを保持しつつ、リスナーは受信者「postmaster@domain」

の無制限のメッセージを受信できます。受信者は、送信元ドメインが制限されている場合に、シ

ステムが保持している時間あたりの受信者のカウンタでカウントされません。

GUIで特定の受信者が受信制御をバイパスするように指定するには、RATエントリを追加または
編集するときに、[受信コントロールのバイパス（BypassReceivingControl）]設定で [はい（Yes）]
を選択します。

CLIで特定の受信者が受信制御をバイパスするように指定するには、listenerconfig -> edit ->

rcptaccessコマンドを使用して受信者を入力するときに、次の質問に「y」と答えます。

Would you like to bypass receiving control for this entry? [N]> y

受信者アクセステーブルでのドメインおよびユーザの順序の入れ替え

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信者アクセステーブル（RAT）（Recipient Access Table (RAT)）]
ページに移動します。

ステップ 2 [リスナーの概要（Overview for Listener）]フィールドで、編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [順番を編集（Edit Order）]をクリックします。
ステップ 4 [順番（Order）]列の値を調整して順序を変更します。
ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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受信者アクセステーブルの外部ファイルへのエクスポート

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信者アクセステーブル（RAT）（Recipient Access Table (RAT)）]
ページに移動します。

ステップ 2 [リスナーの概要（Overview for Listener）]フィールドで、編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [RATをエクスポート（Export RAT）]をクリックします。
ステップ 4 エクスポートするエントリのファイル名を入力します。

これは、アプライアンスの設定ディレクトリに作成されるファイルの名前になります。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

受信者アクセステーブルの外部ファイルからのインポート

テキストファイルから受信者アクセステーブルエントリをインポートすると、既存のすべてのエ

ントリが受信者アクセステーブルから削除されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信者アクセステーブル（RAT）（Recipient Access Table (RAT)）]
ページに移動します。

ステップ 2 [リスナーの概要（Overview for Listener）]フィールドで、編集するリスナーを選択します。
ステップ 3 [RATをインポート（Import RAT）]をクリックします。
ステップ 4 リストからファイルを選択します。

AsyncOSは、アプライアンス上の configurationディレクトリに存在するテキストファイルの一覧を表示し
ます。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
既存の受信者アクセステーブルエントリをすべて削除することを確認する警告メッセージが表示されま

す。

ステップ 6 [インポート（Import）]をクリックします。
ステップ 7 変更を保存します。

ファイル内に「コメント」を配置できます。文字「#」で始まる行はコメントと見なされ、AsyncOSによっ
て無視されます。次に例を示します。

例：

# File exported by the GUI at 20060530T220526
.example.com ACCEPT
ALL REJECT
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第 9 章

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

Ciscoアプライアンスは、詳細なコンテンツスキャンおよびメッセージフィルタリングテクノ
ロジーを備えているため、会社のネットワークに参加または退出するときに、会社のポリシーを

適用して、特定のメッセージを処理することができます。

この章では、ポリシーの適用のために使用可能な機能（コンテンツスキャンエンジン、メッセー

ジフィルタ、添付ファイルフィルタ、コンテンツディクショナリ）の強力な組み合わせについ

て説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 概要, 157 ページ

• メッセージフィルタのコンポーネント, 159 ページ

• メッセージフィルタの処理, 160 ページ

• メッセージフィルタルール, 166 ページ

• メッセージフィルタアクション, 210 ページ

• 添付ファイルのスキャン, 249 ページ

• CLIを使用したメッセージフィルタの管理, 260 ページ

• メッセージフィルタの例, 274 ページ

• スキャン動作の設定, 282 ページ

概要
メッセージフィルタにより、Ciscoアプライアンスでメッセージを受信したときに、それらを処
理する方法を記述した特別なルールを作成できます。メッセージフィルタは、特定の種類の電子

メールメッセージに指定の特別な処理を施す必要があることを指定します。Ciscoメッセージフィ
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ルタは、指定の単語に対してメッセージ内容をスキャンすることによって社内メールポリシーを

適用することができます。この章は、次の項で構成されています。

•メッセージフィルタのコンポーネント。メッセージフィルタにより、メッセージの受信時
にそれらを処理する方法を記述した特別なルールを作成できます。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

ルタアクションにより、通知を生成したり、メッセージのドロップ、バウンス、アーカイ

ブ、ブラインドカーボンコピー、変更を行ったりすることができます。詳細については、

メッセージフィルタのコンポーネント, （159ページ）を参照してください。

•メッセージフィルタの処理。AsyncOSがメッセージフィルタを処理する場合、AsyncOSが
スキャンする内容、処理の順番、実行されるアクションは、メッセージフィルタの順番、

メッセージの内容を変更した可能性のある事前の処理、メッセージのMIME構造、コンテン
ツマッチング用に設定されたしきい値スコア、クエリーの構造などのいくつかの要因に基づ

きます。詳細については、メッセージフィルタの処理,（160ページ）を参照してください。

•メッセージフィルタルール。各フィルタには、フィルタで処理できる一連のメッセージを
定義するルールがあります。メッセージフィルタを作成する場合、それらのルールを定義し

ます。詳細については、メッセージフィルタルール, （159ページ）を参照してください。

•メッセージフィルタアクション。各フィルタには、ルールで trueに評価された場合に、メッ
セージに対して実行するアクションがあります。実行できるアクションには、最終アクショ

ン（メッセージの配信、ドロップ、バウンスなど）、またはメッセージをさらに処理できる

非最終アクション（ヘッダーの除去や挿入など）の 2つのタイプのアクションがあります。
詳細については、メッセージフィルタアクション, （159ページ）を参照してください。

•添付ファイルスキャンメッセージフィルタ。添付ファイルスキャンメッセージフィルタ
を使用して、会社のポリシーと整合しないメッセージから添付ファイルを除去できます。元

のメッセージはそのまま配信することができます。添付ファイルは、それらの特定のタイ

プ、フィンガープリント、内容に基づいてフィルタできます。イメージアナライザを使用し

て、イメージ添付ファイルをスキャンすることもできます。イメージアナライザは、肌の

色、本文サイズ、曲率を測定して、グラフィックに不適切な内容が含まれている可能性を判

断するアルゴリズムを作成します。詳細については、添付ファイルのスキャン, （249ペー
ジ）を参照してください。

• CLIを使用したメッセージフィルタの管理。CLIは、メッセージフィルタを操作するための
コマンドを受け入れます。たとえば、メッセージフィルタのリストを表示、並び替え、イン

ポート、エクスポートする必要がある場合があります。詳細については、CLIを使用したメッ
セージフィルタの管理, （260ページ）を参照してください。

•メッセージフィルタの例。この項では、実際のフィルタの例を示し、各フィルタについて簡
単に説明します。詳細については、メッセージフィルタの例,（274ページ）を参照してくだ
さい。
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メッセージフィルタのコンポーネント
メッセージフィルタにより、メッセージの受信時にそれらを処理する方法を記述した特別なルー

ルを作成できます。メッセージフィルタは、メッセージフィルタルールとメッセージフィルタ

アクションから構成されます。

メッセージフィルタルール

メッセージフィルタルールによって、フィルタで処理するメッセージを判断します。ルールは、

論理結合子AND、OR、NOTを使用して組み合わせることで、複雑なテストを作成できます。ルー
ル式は、かっこを使用してグループ化することもできます。

メッセージフィルタアクション

メッセージフィルタの目的は、選択されたメッセージに対してアクションを実行することです。

アクションには、次の 2つのタイプがあります。

•最終アクション（deliver、drop、bounceなど）はメッセージの処理を終了し、後続のフィル
タによるさらなる処理を許可しません。

•非最終アクションは、メッセージをさらに処理することを許可するアクションを実行しま
す。

非最終メッセージフィルタアクションは、累積的です。各フィルタが異なるアクションを指

定する複数のフィルタにメッセージが一致する場合、すべてのアクションが累積され、適用さ

れます。ただし、同じアクションを指定する複数のフィルタにメッセージが一致する場合、前

のアクションが上書きされ、最後のフィルタアクションが適用されます。

（注）

メッセージフィルタの構文例

フィルタ仕様の直観的な意味は次のようになります。

メッセージがルールに一致する場合、順番にアクションが適用されます。else句が存在する場合、
メッセージがルールに一致しない場合に else句内のアクションが実行されます。

指定したフィルタ名によって、フィルタをアクティブ、非アクティブ、削除する場合に、フィル

タが管理しやすくなります。

メッセージフィルタでは次の構文を使用します。

目的構文例

フィルタ名expedite:
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目的構文例

ルールの指定if (recv-listener == 'InboundMail' or recv-int == 'notmain')

アクションの指定{
alt-src-host('outbound1');

skip-filters();
}

（任意）代替アクションの指定else
{

alt-src-host('outbound2');
}

代替アクションは省略できることに注意してください。

目的構文例

フィルタ名expedite2:

ルールの指定if ((not (recv-listener == 'InboundMail')) and
(not (recv-int == 'notmain')))

アクションの指定{
alt-src-host('outbound2');

skip-filters();
}

複数のフィルタを順番に 1つずつ並べて 1つのテキストファイルにまとめることができます。

単一引用符または二重引用符で、フィルタの値を囲む必要があります。単一引用符または二重引

用符は、値の両側に等しく組み合わせる必要があります。たとえば、式

notify('customercare@example.com')と notify("customercare@example.com")はどちらも有効です

が、式 notify("customercare@example.com')は構文エラーが発生します。

「#」文字で始まる行はコメントと見なされ、無視されます。ただし、それらはfilters -> detail

によってフィルタを表示して確認できるため、AsyncOSでは保持されません。

メッセージフィルタの処理
AsyncOSはメッセージフィルタを処理する場合、AsyncOSがスキャンする内容、処理の順番、実
行するアクションは、次のいくつかの要因に基づきます。

•メッセージフィルタの順番。メッセージフィルタは、順序付けられたリストで維持されま
す。メッセージの処理時に、AsyncOSは各メッセージフィルタをそれらがリストに表示され
ている順番で適用します。最終アクションが行われた場合、そのメッセージに対して、それ

以上のアクションは実行されません。詳細については、メッセージフィルタの順番, （161
ページ）を参照してください。
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•事前処理。メッセージフィルタが評価される前に、AsyncOSメッセージに対して実行される
アクションによって、ヘッダーが追加または削除されることがあります。AsyncOSは、処理
時にメッセージに存在するヘッダーに対してメッセージフィルタプロセスを実行します。

詳細については、メッセージヘッダールールおよび評価, （161ページ）を参照してくださ
い。

•メッセージのMIME構造。メッセージのMIME構造によって、「本文」として扱われるメッ
セージの部分と「添付ファイル」として扱われるメッセージの部分が判断されます。多くの

メッセージフィルタは、メッセージの本文部分のみに、または添付ファイル部分のみに作用

するように設定されます。詳細については、メッセージ本文とメッセージ添付ファイル, （
162ページ）を参照してください。

•正規表現に設定されるしきい値スコア。正規表現に一致させる場合、フィルタアクションが
実行されるまでに、一致が発生しなければならない回数を集計する「スコア」を設定しま

す。これにより、さまざまな用語に対する応答の重み付けをすることができます。詳細につ

いては、コンテンツスキャンの一致のしきい値, （163ページ）を参照してください。

•クエリーの構造。メッセージフィルタ内で、ANDまたはORテストを評価する場合、AsyncOS
は不要なテストを評価しません。さらに、システムは左から右にテストを評価しないことに

注意することが重要です。代わりに、ANDおよびORテストが評価される場合、最も価値の
低いテストが最初に評価されます。詳細については、メッセージフィルタ内の ANDテスト
と ORテスト, （166ページ）を参照してください。

メッセージフィルタの順番

メッセージフィルタは順序付けられたリストに維持され、リスト内のそれらの位置によって番号

付けされます。メッセージの処理時に、メッセージフィルタが割り振られた番号順で適用されま

す。そのため、9番のフィルタがメッセージに対してすでに最終アクション（バウンスなど）を
実行した場合、30番のフィルタは、メッセージの送信元ホストを変更する機会がありません。リ
ストのフィルタの位置は、システムユーザインターフェイスによって変更できます。ファイルか

らインポートされたフィルタは、インポートされたファイル内のそれらの相対的順序に基づきま

す。

最終アクション後、そのメッセージに対して、それ以上のアクションは実行されません。

メッセージがフィルタルールに一致していても、次のいずれかの理由で、フィルタがそのメッ

セージに対して作用しないことがあります。

•フィルタが非アクティブである。

•フィルタが無効である。

•フィルタが、メッセージの最終アクションを実行した前のフィルタに取って代わられた。

メッセージヘッダールールおよび評価

フィルタは、ヘッダールールを適用する場合に、元のメッセージのヘッダーではなく、「処理済

み」ヘッダーを評価します。つまり、
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•前に実行されたアクションによって、ヘッダーが追加された場合、後続のすべてのヘッダー
ルールによって、それを照合できるようになります。

•前に実行されたアクションによって、ヘッダーが取り除かれた場合、後続のすべてのヘッ
ダールールで、それを照合できなくなります。

•前に実行されたアクションによって、ヘッダーが変更された場合、後続のすべてのヘッダー
ルールで、元のメッセージヘッダーではなく、変更済みのヘッダーが評価されます。

この動作は、メッセージフィルタとコンテンツフィルタの両方に共通です。

メッセージ本文とメッセージ添付ファイル

電子メールメッセージは、複数の部分から構成されます。RFCでは、メッセージのヘッダーの後
に続くすべてのものをマルチパート「メッセージ本文」として規定していますが、多くのユーザ

はまだメッセージの「本文」と「添付ファイル」を別々のものと捉えています。body-variableま
たは attachment-variableという Ciscoメッセージフィルタを使用する場合、Ciscoアプライアンス
は、ほとんどのユーザが「本文」と「添付ファイル」として考える部分を、多くのMUAがそれ
らを別々にレンダリングしようと試みるのと同じように区別しようとします。

body-variableまたは attachment-variableメッセージフィルタルールを書く目的では、メッセージ
ヘッダーの後のすべてのものがメッセージ本文と見なされ、その内容は本文内にあるMIME部分
の最初のテキスト部分と見なされます。そのコンテンツの後のすべてのもの（つまり、追加の

MIME部分）は添付ファイルと見なされます。AsyncOSはメッセージのさまざまなMIME部分を
評価し、添付ファイルとして処理されるファイルの部分を識別します。

たとえば、次の図は、Microsoft Outlook MUAで、語句「Document attached below.」がプレーン
テキストのメッセージ本文として表示され、ドキュメント「This is a Microsoft Word

document.doc」が添付ファイルとして表示されるメッセージを示します。 多くのユーザが電子

メールをこのように捉えている（最初の部分がプレーンテキストで 2番めの部分がバイナリファ
イルであるマルチパートメッセージとしてではなく）ため、Ciscoは、メッセージの「本文」（最
初のプレーンテキスト部分）と対照的に、.docファイル部分（実質的に 2番めのMIME部分）を
区別して処理するルールを作成するために、メッセージフィルタで「添付ファイル」という用語

を使用しています。ただし、RFCS 1521および 1522で使われている用語によると、メッセージの
本文はすべてのMIME部分から構成されます。

図 16：「添付ファイル」を含むメッセージ
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Ciscoアプライアンスは、マルチパートメッセージの本文と添付ファイルを区別しているため、
想定される動作をするためには、body-variableまたは attachment-variableメッセージフィルタルー
ルを使用する場合に、いくつかのケースで注意が必要です。

•テキスト部分が 1つのメッセージ（つまり、「Content-Type: text/plain」または「Content-Type:
text/html」のヘッダーを含むメッセージ）がある場合、Ciscoアプライアンスはメッセージ全
体を本文と見なします。コンテンツタイプが異なる場合、Ciscoアプライアンスは、それを
単一の添付ファイルと見なします。

•エンコードされたファイル（uuencodedなど）は電子メールメッセージの本文に含まれます。
これが発生した場合、エンコードされたファイルは添付ファイルとして扱われ、抽出および

スキャンされ、残りのテキストがテキスト本文として見なされます。

•単一のテキスト以外の部分は常に添付ファイルと見なされます。たとえば、.zipファイルの
みで構成されるメッセージは、添付ファイルと見なされます。

コンテンツスキャンの一致のしきい値

メッセージ本文または添付ファイル内のパターンを検索するフィルタルールを追加する場合、パ

ターンが見つかる必要がある回数の最初のしきい値を指定できます。AsyncOSはメッセージをス
キャンすると、メッセージおよび添付ファイルに見つかった一致の数の「スコア」を集計します。

最小しきい値に満たない場合、正規表現は trueと評価されません。このしきい値は次のフィルタ
ルールに指定できます。

• body-contains

• only-body-contains

• attachment-contains

• every-attachment-contains

• dictionary-match

• attachment-dictionary-match

drop-attachments-where-containsアクションにしきい値を指定することもできます。

ヘッダーまたはエンベロープの受信者と送信者をスキャンするフィルタルールにしきい値を

指定できません。

（注）

しきい値の構文

出現最小回数のしきい値を指定するには、パターンと、trueと評価するために必要な一致の最小
数を指定します。

if(<filter rule>('<pattern>',<minimum threshold>)){
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たとえば、body-containsフィルタルールで、値「Company Confidential」が少なくとも 2回見つか
る必要があることを指定するには、次の構文を使用します。

if(body-contains('Company Confidential',2)){

デフォルトで、AsyncOSがコンテンツスキャンフィルタを保存する場合、フィルタをコンパイル
し、しきい値が割り当てられていない場合、1のしきい値を割り当てます。

コンテンツディクショナリの値に対して、パターンマッチの最小数を指定することもできます。

コンテンツディクショナリの詳細については、「テキストリソース」の章を参照してください。

メッセージ本文と添付ファイルのしきい値スコア

電子メールメッセージは、複数の部分から構成されることがあります。メッセージ本文または添

付ファイル内のパターンを検索するフィルタルールのしきい値を指定すると、AsyncOSは、メッ
セージ部分と添付ファイルの一致の数をカウントして、しきい値「スコア」を判断します。メッ

セージフィルタで特定のMIME部分を指定しない限り（attachment-containsフィルタルールな

ど）、AsyncOSはメッセージのすべての部分で見つかった一致を合計し、一致の合計がしきい値
に達しているかどうかを判断します。たとえば、しきい値が 2の body-containsメッセージフィ

ルタがあるとします。本文に 1つの一致があり、添付ファイルに 1つの一致があるメッセージを
受信します。AsyncOSがこのメッセージを採点した場合、合計が 2つの一致になり、しきい値ス
コアを満たしていると判断します。

同様に、複数の添付ファイルがある場合、AsyncOSは添付ファイルごとにスコアを合計して、一
致のスコアを判断します。たとえば、しきい値が 3の attachment-containsフィルタルールがあ

るとします。2つの添付ファイルがあるメッセージを受信し、各添付ファイルに 2つの一致が含
まれます。AsyncOSはこのメッセージを 4つの一致と採点し、しきい値スコアが満たされている
と判断します。

しきい値スコアリングマルチパート/代替 MIME 部分
カウントの重複を避けるため、同じコンテンツの 2つの表現（プレーンテキストと HTML）があ
る場合、AsyncOSは重複した部分からの一致を合計しません。代わりに、各部分の一致を比較し
て、最高値を選択します。AsyncOSはこの値をマルチパートメッセージの他の部分からのスコア
に追加して、合計スコアを作成します。

たとえば、body-containsフィルタルールを設定し、しきい値を 4に設定します。プレーンテキ
スト、HTML、および 2つの添付ファイルを含むメッセージを受信します。メッセージは次のよ
うな構造を使用します。

multipart/mixed

multipart/alternative

text/plain

text/html

application/octet-stream

application/octet-stream
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body-containsフィルタルールは、メッセージの text/plainおよび text/html部分を最初に採点して、
このメッセージのスコアを判断します。次に、これらのスコアの結果を比較し、結果から最高の

スコアを選択します。さらに、この結果を各添付ファイルからのスコアに追加して、最終スコア

を判断します。メッセージに次の数の一致があるとします。

multipart/mixed

multipart/alternative

text/plain (2 matches)

text/html (2 matches)

application/octet-stream (1 match)

application/octet-stream

AsyncOSは text/plainと text/html部分の一致を比較するため、スコア 3を返します。これは、フィ
ルタルールをトリガーする最小しきい値を満たしていません。

コンテンツディクショナリを使用したしきい値のスコアリング

コンテンツディクショナリを使用すると、用語の「重み」を設定して、より簡単に特定の用語で

フィルタアクションをトリガーできます。たとえば、「bank」という用語ではメッセージフィル
タをトリガーせず、「bank」の後に「account」という用語があり、さらにABAルーティング番号
が含まれていれば、フィルタアクションをトリガーする必要があるとします。これを実現するに

は、重みを設定したディクショナリを使用して、特定の用語または用語の組み合わせの重要度を

高くします。コンテンツディクショナリを使うメッセージフィルタがフィルタルールの一致を

評価する場合、コンテンツディクショナリの重みを使用して最終的なスコアを決定します。たと

えば、次のコンテンツと重みを指定してコンテンツディクショナリを作成したとします。

表 19：コンテンツディクショナリの例

Weight用語/スマート ID

3ABA送金番号

2アカウント（Account）

1Bank

このコンテンツディクショナリを dictionary-matchまたは attachment-dictionary-matchメッセー

ジフィルタルールに関連付けると、AsyncOSはメッセージ内で検出された一致する用語の各イン
スタンスの合計「スコア」に、この用語の重みを追加します。たとえば、メッセージ本文に用語

「account」のインスタンスが3つ含まれているメッセージの合計スコアに、値6が追加されます。
メッセージフィルタのしきい値が 6に設定されている場合、AsyncOSはこのしきい値スコアが満
たされたと判断します。または、各用語のインスタンスが 1つずつ含まれている場合も合計値は
6になり、このスコアによってフィルタアクションがトリガーされます。
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メッセージフィルタ内の AND テストと OR テスト
メッセージフィルタ内で、ANDまたはORテストを評価する場合、AsyncOSは不要なテストを評
価しません。したがって、たとえば、一方の ANDテストが falseの場合、もう一方のテストは評
価されません。テストは左から右に評価されるわけではないため、注意してください。代わりに、

ANDおよびORテストが評価される場合、最も価値の低いテストが最初に評価されます。たとえ
ば、次のフィルタでは、rcpt-to-groupテストよりも消費リソースの少ない remote-ipテストが必

ず最初に評価されます（一般に、LDAPテストの方が消費リソースは高くなります）。

andTestFilter:

if (remote-ip == "192.168.100.100" AND rcpt-to-group == "GROUP")

{ ... }

最もコストの低いテストが最初に実行されるため、項目の順序を入れ替えても影響はありません。

テストの実行順序を保証する必要がある場合は、if文をネストさせてください。この方法は、で
きる限りコストの高いテストを避けるためにも推奨します。

expensiveAvoid:

if (<simple tests>)

{ if (<expensive test>)

{ <action> }

}

次に、もう少し複雑な例で説明します。

if (test1 AND test2 AND test3) { ... }

システムは左から右に式をグループ化するため、次のようになります。

if ((test1 AND test2) AND test3) { ... }

この場合、システムが最初に行うのは、(test1 AND test2)のコストと test3のコストの比較で

す。最初に 2番めの ANDを評価します。3つのテストすべてで同じコストがかかる場合、test3

が最初に実行されます。これは、(test1 AND test2)のコストが 2倍になるためです。

メッセージフィルタルール
各メッセージフィルタには、フィルタを適用できるメッセージのコレクションを定義するルール

が含まれています。フィルタルールを定義して、trueを返すメッセージへのフィルタアクション
を定義します。

フィルタルールの概要の表

次の表に、メッセージフィルタで使用できるルールをまとめます。
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表 20：メッセージフィルタルール

説明構文ルール（Rule）

件名ヘッダーが特定のパターンと一致しているか。

subjectルール,（182ページ）を参照してください。

subject件名ヘッダー（Subject
Header）

本文のサイズは一定の範囲内か。本文サイズルー

ル, （184ページ）を参照してください。

body-size本文サイズ（Body
Size）

エンベロープ送信者（Envelope From, <MAIL
FROM>）が指定したパターンと一致しているか。
エンベロープ送信者ルール,（183ページ）を参照し
てください。

mail-fromエンベロープ送信者

（Envelope Sender）

エンベロープ送信者（Envelope From <MAIL
FROM>）が、指定した LDAPグループ内に存在す
るか。グループ内エンベロープ送信者ルール,（184
ページ）を参照してください。

mail-from-groupグループ内のエンベ

ロープ送信者

（Envelope Sender in
Group）

どの送信者グループが、リスナーのホストアクセス

テーブル（HAT）に一致するか。送信者グループ
ルール, （184ページ）を参照してください。

sendergroup送信者グループ

（Sender Group）

エンベロープ受信者（Envelope To, <RCPT TO>）が
指定したパターンと一致しているか。エンベロープ

受信者ルール,（183ページ）を参照してください。

rcpt-toルールはメッセージに基づいてい

ます。メッセージに複数の受信者が設定

されている場合、いずれか 1人の受信者
がルールと一致していれば、指定した処

理がすべての受信者に対するメッセージ

に適用されます。

（注）

rcpt-toグループ内エンベロー

プ（Envelope
Recipient）

エンベロープ受信者（Envelope To, <RCPT TO>）
が、指定した LDAPグループ内に存在するか。グ
ループ内エンベロープ受信者ルール,（183ページ）
を参照してください。

rcpt-to-groupルールはメッセージに基づ

いています。メッセージに複数の受信者

がある場合、グループの受信者が 1人で
も検出されれば、rcpttheにより指定され
たアクションがメッセージのすべての受

信者に適用されます。

（注）

rcpt-to-groupグループ内エンベロー

プ受信者（Envelope
Recipient in Group）

remote-ipリモートIP
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説明構文ルール（Rule）

リモートホストから送信されたメッセージは、指定

した IPアドレスまたは IPブロックに一致している
か。リモート IPルール, （185ページ）を参照して
ください。

メッセージは、指定された受信インターフェイス経

由で届いたか。参照先受信 IPインターフェイスルー
ル, （186ページ）

recv-int受信インターフェイス

（Receiving Interface）

メッセージは、指定されたリスナー経由で届いた

か。受信リスナールール, （186ページ）を参照し
てください。

recv-listener受信リスナー

現在時刻は特定の日時の前か後か。日付ルール, （
186ページ）を参照してください。

date日付（Date）

メッセージに特定のヘッダーが含まれているか。

ヘッダーの値が特定のパターンと一致しているか。

ヘッダールール, （187ページ）を参照してくださ
い。

header(<string>)ヘッダー（Header）

ランダム番号は一定の範囲内か。乱数ルール,（187
ページ）を参照してください。

random(<integer>)ランダム（Random）

この電子メールの受信者の人数。受信者数ルール,
（188ページ）を参照してください。

rcpt-count受信者数（Recipient
Count）

受信者の累積数。

このフィルタは、エンベロープの受信者ではなく

メッセージ本文のヘッダーに対して機能する点が

rcpt-countフィルタルールと異なります。アドレス
数ルール, （188ページ）を参照してください。

addr-count()アドレス数（Address
Count）

SPF検証ステータスを判別します。このフィルタ
ルールでは、さまざまなSPF検証結果をクエリーで
きます。有効な SPF/SIDF戻り値ごとに異なるアク
ションを入力できます。SPF-Statusルール, （195
ページ）を参照してください。

spf-statusSPFステータス（SPF
Status）

SPF/SIDF検証に合格したか。このフィルタルール
は SPF/SIDF結果をブール値として一般化します。
SPF-Passedルール, （197ページ）を参照してくださ
い。

spf-passedSPF合格（SPFPassed）
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説明構文ルール（Rule）

S/MIMEゲートウェイ
メッセージ

メッセージはS/MIME署名されているか、暗号化さ
れているか、または署名および暗号化されている

か。参照先：S/MIMEゲートウェイメッセージルー
ル, （197ページ）

smime-gateway

S/MIMEメッセージは正常に検証されているか、復
号化されているか、または復号化および検証されて

いるか。S/MIMEゲートウェイ検証済みルール, （
197ページ）を参照してください。

smime-gateway-verifiedS/MIMEゲートウェイ
検証済

イメージスキャンの評価の結果。このフィルタルー

ルを使用して、さまざまなイメージ分析の評価につ

いて問い合わせることができます。イメージ分析,
（252ページ）を参照してください。

image-verdictイメージ評価（Image
verdict）

ワークキュー数と指定した値の比較結果（等しい、

多い、少ない）。workqueue-countルール,（197ペー
ジ）を参照してください。

workqueue-countワークキュー数

（Workqueue count）

指定したパターンと一致するテキストまたは添付

ファイルがメッセージに含まれているか。パターン

の発生回数が、しきい値で指定した最小回数以上で

ある必要があります。

エンジンは、配信ステータス部分と関連する添付

ファイルをスキャンします。

本文スキャン,（189ページ）を参照してください。

body-contains(
<regular expression>)本文スキャン（Body

Scanning）

指定したパターンと一致するテキストがメッセージ

本文に含まれているか。パターンの発生回数が、し

きい値で指定した最小回数以上である必要がありま

す。添付ファイルはスキャンされません。本文ス

キャンルール,（189ページ）を参照してください。

only-body-contains
(<regular expression>)本文スキャン（Body

Scanning）

メッセージは暗号化されているか。暗号化検出ルー

ル, （190ページ）を参照してください。

encrypted暗号化検出（Encryption
Detection）

指定したパターンと一致するファイル名の添付ファ

イルがメッセージに含まれているか。添付ファイル

名ルール, （191ページ）を参照してください。

attachment-filename添付ファイル名

（Attachment
Filename）

特定のMIMEタイプの添付ファイルがメッセージに
含まれているか。添付ファイルタイプルール, （
191ページ）を参照してください。

attachment-type添付タイプ

（Attachment Type）
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説明構文ルール（Rule）

Attachment File Type フィンガープリントに基づく特定のパターンと一致

するファイルタイプの添付ファイルがメッセージに

含まれているか（UNIXのfileコマンドと同様）。

添付ファイルが ExcelまたはWordドキュメントで
ある場合、埋め込みファイルタイプの

.exe、.dll、.bmp、.tiff、.pcx、.gif、.jpeg、png、およ
び Photoshopイメージを検索することもできます。

有効なフィルタを作成するには、ファイルタイプを

引用符で囲む必要があります。一重引用符または二

重引用符を使用できます。たとえば、.exe添付ファ
イルを検索するには、次の構文を使用します。

if (attachment-filetype == "exe")

詳細については、添付ファイル名とアーカイブファ

イル内の単独の圧縮ファイル,（192ページ）を参照
してください。

attachment-filetype

特定のMIMEタイプの添付ファイルがメッセージに
含まれているか。このルールはattachment-typeルー

ルに似ていますが、MIME添付ファイルで指定され
たMIMEタイプのみが評価される点が異なります。
（アプライアンスは、タイプが明示的に指定されて

いない場合、拡張子からファイルのタイプを「予

測」することはありません）。添付ファイルのス

キャンメッセージフィルタの例, （257ページ）を
参照してください。

attachment-mimetypeAttachment MIME Type

パスワード保護された添付ファイルがメッセージに

含まれているか。保護された添付ファイルの隔離,
（260ページ）を参照してください。

attachment-protectedAttachment Protected

attachment-unprotectedAttachment Unprotected
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説明構文ルール（Rule）

attachment-unprotectedフィルタ条件は、保護されて
いない添付ファイルをスキャンエンジンが検出した

場合に trueを返します。スキャンエンジンが添付
ファイルを読み取ることができた場合、そのファイ

ルは保護されていないと見なされます。zipファイ
ルに保護されていないメンバが含まれている場合、

その zipファイルは保護されていないと見なされま
す。

注：attachment-unprotectedフィルタ条件と
attachment-protectedフィルタ条件は、相互に排他的
ではありません。同じ添付ファイルをスキャンする

と、両方のフィルタ条件で trueが返される場合があ
ります。これは、たとえば、zipファイルに保護さ
れたメンバと保護されていないメンバの両方が含ま

れている場合に発生します。

保護されていない添付ファイルの検出, （260ペー
ジ）を参照してください。

指定したパターンと一致するテキストまたは別の添

付ファイルが、メッセージの添付ファイルに含まれ

ているか。パターンの発生回数が、しきい値で指定

した最小回数以上である必要があります。

このルールは body-contains()ルールと似ています

が、このルールでは、メッセージの全体の「本文」

をスキャンしないようにします。つまり、ユーザが

添付ファイルとして表示する場合だけスキャンしま

す。添付ファイルのスキャンメッセージフィルタ

の例, （257ページ）を参照してください。

attachment-contains
(<regular expression>)添付ファイルのスキャ

ン（Attachment
Scanning）

指定したパターンと一致するバイナリデータが存在

する添付ファイルがメッセージに含まれているか。

このルールは attachment-contains ()ルールに似て

いますが、バイナリデータ内のパターンのみを検索

します。

attachment-binary-contains
(<regular expression>)添付ファイルのスキャ

ン（Attachment
Scanning）

every-attachment-contains
(<regular expression>)添付ファイルのスキャ

ン（Attachment
Scanning）
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説明構文ルール（Rule）

このメッセージのすべての添付ファイルに、特定の

パターンと一致するテキストが含まれているか。対

象のテキストがすべての添付ファイル内に存在する

必要があります。つまり実際に実行されるアクショ

ンは、各添付ファイルに対する

「attachment-contains()」の論理 AND演算です。
本文はスキャンされません。パターンの発生回数

が、しきい値で指定した最小回数以上である必要が

あります。

添付ファイルのスキャンメッセージフィルタの例,
（257ページ）を参照してください。

メッセージに含まれている添付ファイルのサイズが

特定の範囲内に収まっているか。このルールは

body-sizeルールと似ていますが、このルールでは、

メッセージの全体の「本文」をスキャンしないよう

にします。つまり、ユーザが添付ファイルとして表

示する場合だけスキャンします。このサイズは、デ

コードする前に評価されます。添付ファイルのス

キャンメッセージフィルタの例, （257ページ）を
参照してください。

attachment-size添付ファイルのサイズ

（Attachment Size）

送信者の IPアドレスがパブリックブラックリスト
サーバ（RBL）内に存在するか。DNSリストルー
ル, （192ページ）を参照してください。

dnslist(<query server>)公開ブラックリスト

（Public Blacklists）

送信者のSenderBaseレピュテーションスコアの値。
SenderBaseレピュテーションルール,（193ページ）
を参照してください。

reputationSenderBaseレピュテー
ション（SenderBase
Reputation）

SenderBaseレピュテーションが「None」の場合に使
用します。SenderBaseレピュテーションルール, （
193ページ）を参照してください。

no-reputationSenderBaseレピュテー
ションなし（No
SenderBaseReputation）

メッセージ本文に、dictionary_nameで指定した名前
のコンテンツディクショナリの正規表現または用語

が含まれているかどうかを判別します。パターンの

発生回数が、しきい値で指定した最小回数以上であ

る必要があります。ディクショナリルール, （193
ページ）を参照してください。

dictionary-match
(<dictionary_name>)ディクショナリ

attachment-dictionary-match
(<dictionary_name>)
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説明構文ルール（Rule）

添付ディクショナリ一

致（Attachment
Dictionary Match）

添付ファイルに、dictionary_nameで指定した名前の
コンテンツディクショナリの正規表現が含まれてい

るかどうかを判別します。パターンの発生回数が、

しきい値で指定した最小回数以上である必要があり

ます。ディクショナリルール, （193ページ）を参
照してください。

件名ヘッダーに、dictionary nameで指定した名前の
コンテンツディクショナリの正規表現または用語が

含まれているかどうかを判別します。ディクショナ

リルール, （193ページ）を参照してください。

subject-dictionary-match
(<dictionary_name>)件名ディクショナリ一

致（Subject Dictionary
Match）

指定したヘッダー（大文字と小文字を区別）に、

dictionary nameで指定した名前のコンテンツディク
ショナリの正規表現または用語が含まれているかど

うかを判別します。ディクショナリルール, （193
ページ）を参照してください。

header-dictionary-match
(<dictionary_name>,
<header>)

ヘッダーディクショナ

リ一致（Header
Dictionary Match）

このフィルタ条件は、辞書の用語がメッセージ本文

に含まれていれば trueを返します。このフィルタ
は、添付ファイルであると判断されないMIME部分
の用語に一致します。また、ユーザが定義したしき

い値が満たされた場合も trueを返します（デフォル
トのしきい値は 1です）。ディクショナリルール,
（193ページ）を参照してください。

body-dictionary-match
(<dictionary_name>)本文ディクショナリ一

致（Body Dictionary
Match）

エンベロープ受信者に、dictionary nameで指定した
名前のコンテンツディクショナリの正規表現または

用語が含まれているかどうかを判別します。ディク

ショナリルール, （193ページ）を参照してくださ
い。

rcpt-to-dictionary-match
(<dictionary_name>)エンベロープ受信者

ディクショナリ一致

（Envelope Recipient
Dictionary Match）

エンベロープ送信者に、dictionary nameで指定した
名前のコンテンツディクショナリの正規表現または

用語が含まれているかどうかを判別します。ディク

ショナリルール, （193ページ）を参照してくださ
い。

mail-from-dictionary-match
(<dictionary_name>)エンベロープ送信者

ディクショナリ一致

（Envelope Sender
Dictionary Match）

エンベロープ送信者のアドレスとメッセージヘッ

ダーのアドレスが、送信者の認証済みSMTPユーザ
IDと一致するかどうかを判別します。SMTP認証済
みユーザ一致ルール,（198ページ）を参照してくだ
さい。

smtp-auth-id-matches
(<target>[, <sieve-char>])SMTP認証済みユーザ

一致（SMTP
Authenticated User
Match）
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説明構文ルール（Rule）

[はい（True）] すべてのメッセージと一致します。trueルール, （
181ページ）を参照してください。

true

メッセージに解析不能または無効なMIME部分があ
る場合に falseを返し、それ以外の場合は trueを返
します。有効なルール,（182ページ）を参照してく
ださい。

valid有効（Valid）

メッセージが署名済みであるかどうかを判別しま

す。署名付きルール,（200ページ）を参照してくだ
さい。

signed署名済み（Signed）

メッセージ署名者またはX.509証明書発行者が特定
のパターンと一致するかどうかを判別します。署名

付き証明書ルール,（200ページ）を参照してくださ
い。

signed-certificate
(<field> [<operator>
<regular expression>])

署名証明書（Signed
Certificate）

任意の時点で次の条件のメッセージが指定された数

だけ検出されると、trueを戻します。

•過去1時間の同一件名ヘッダーを持つメッセー
ジ

•過去1時間の同一のエンベロープ送信者からの
メッセージ

ヘッダー繰り返し回数ルール,（203ページ）を参照
してください。

header-repeats (<target>,
<threshold> [, <direction>])ヘッダー繰り返し回数

（Header Repeats）

メッセージに含まれている任意のURLのレピュテー
ションスコアが、指定された範囲内にあるかどう

か。

URLのレピュテーションスコアが使用できないか
どうか。

URLレピュテーションルール, （204ページ）を参
照してください。

url-reputation
url-no-reputationURLレピュテーション

（URL Reputation）

メッセージに含まれている任意の URLのカテゴリ
が、指定されたカテゴリに一致するかどうか。

URLカテゴリルール, （205ページ）を参照してく
ださい。

url-categoryURLのカテゴリ（URL
Category）

attachment-corrupt破損した添付ファイル

（Corrupt Attachment）
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説明構文ルール（Rule）

破損した添付ファイルがメッセージに含まれている

かどうか。

破損した添付ファイルルール, （206ページ）を参
照してください。

メッセージ（件名と本文）は選択したいずれかの言

語であるか。

メッセージ言語ルール,（206ページ）を参照してく
ださい。

message-languageメッセージ言語

受信または送信メッセージにマクロが有効な添付

ファイルが含まれているか。

参照先：マクロ検出ルール, （207ページ）

macro-detection-rule
([‘file_type-1', 'file_type-2',
…,'file_type-n'])

マクロ検出

メッセージの送信元アドレスが偽装されているか。

メッセージの From:ヘッダーがコンテンツ辞書の
ユーザに類似している場合にチェックするルールで

す。

偽造メールの検出ルール,（208ページ）を参照して
ください。

forged-email-detection
("<dictionary_name>",
<threshold>)

偽装メールの検出

そのメッセージに、重複するMIME境界が含まれる
か。

重複境界検証ルール,（209ページ）を参照してくだ
さい。

duplicate_boundaries重複境界検証

メッセージに不正な形式のMIMEヘッダーが含まれ
ているか。

不正な形式のMIMEヘッダー検出ルール,（209ペー
ジ）を参照してください。

malformed-header不正な形式のMIME
ヘッダーの検出

着信または発信メッセージは選択した国から発生し

たものか。

位置情報メッセージフィルタルールを使

用する前に、アプライアンス上でスパム

対策エンジンを有効にします。

（注）

参照先：地理位置情報ルール, （210ページ）

geolocation-rule
(['country_name-1',
'country_name-2',
'country_name-n'])

位置情報

（GeoLocation）

Ciscoアプライアンスに送信されるメッセージはいずれも、すべてのメッセージフィルタで順番
に処理されますが、最終アクションを指定した場合はそのアクションによりメッセージに対する
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以降の処理が停止されます。（メッセージフィルタアクション, （159ページ）を参照）。フィ
ルタはすべてのメッセージに適用することもできます。また、ルールは論理接続子（AND、OR、
NOT）を使用して結合することもできます。

ルールで使用する正規表現

ルールの定義に使用するアトミックテストの一部では、正規表現照合を行います。正規表現は複

雑になる場合があります。次の表は、メッセージフィルタルールで正規表現を適用する場合の目

安として使用してください。

表 21：ルールで使用する正規表現

フィルタルールの正規表現が文字列と一致すると判断されるのは、正

規表現の一連の指示が文字列のいずれかの部分と一致する場合です。

たとえば、正規表現「Georg」は「George Of The Jungle」、「Georgy

Porgy」、「La Meson Georgette as well as Georg」の各文字列と一致

します。

正規表現（abc）

ドル記号（$）を含むルールは文字列の末尾のみと一致し、キャラッ
ト（^）を含むルールは文字列の先頭のみと一致します。

たとえば、正規表現「^Georg$」は文字列「Georg」のみと一致します。

空のヘッダーを検索するには、「"^$"」と指定します。

カレット ( ^ )

ドル記号（$）

文字、空白、アットマーク（@）を含むルールは、当該の文字自体と
完全に一致します。

たとえば、正規表現「^George@admin$」は文字列「George@admin」の

みと一致します。

文字、空白、アットマー

ク（@）

ピリオド（.）を含むルールは任意の文字と一致します（改行を除く）。

たとえば、「^...admin$」という正規表現は「macadmin」および

「sunadmin」の各文字列とは一致しますが、「win32admin」とは一致

しません。

ピリオド（.）

アスタリスク（*）を含むルールは、「直前に指定されている文字が
0回を含む任意の回数繰り返されている文字」と一致します。特に、
ピリオドとアスタリスクのシーケンス（.*）は文字の任意のシーケン
スと一致します（改行は含まれない）。

たとえば、「^P.*Piper$」という正規表現は、「PPiper」、「Peter

Piper」、「P.Piper」、「Penelope Penny Piper」のどの文字列とも一

致します。

アスタリスク（*）命令
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円記号は特殊文字のエスケープに使用します。シーケンス「\.」はピ

リオドそのもののみに一致し、「\$」はドル記号のみに一致し、「\^」

はキャレット記号のみに一致します。たとえば、「^ik\.ac\.uk$」は

「ik.ac.uk」という文字列のみと一致します。

重要：円記号はパーサーでも特殊なエスケープ文字として使用しま

す。そのため、正規表現で円記号を使用する場合、2つの円記号が必
要です。解析後には「実際に」使用される円記号 1つのみが残り、正
規表現システムに渡されます。上記の例を照合する場合は

「^ik\\.ac\\.uk$」と入力することになります。

バックスラッシュ特殊文

字（\）

トークン (?i)は、正規表現の残りの部分で大文字と小文字が区別され
ないことを表します。このトークンを、大文字と小文字を区別する正

規表現の先頭に配置すると、大文字と小文字が一切区別されない照合

が行われます。

たとえば、「(?i)viagra」という正規表現は、「Viagra」、「vIaGrA」、

「VIAGRA」と一致します。

大文字と小文字を区別し

ない（(?i)）

1つ前のトークンの繰り返し回数を指定する正規表現表記がサポート
されています。

たとえば、「fo{2,3}」は「foo」および「fooo」とは一致しますが、

「fo」や「fofo」とは一致しません。

if(header('To') == "^.{500,}")というステートメントは、500文字
以上が使用されている「To」ヘッダーを検索します。

繰り返し回数 {min,max}

代替、つまり「or」演算子に相当します。「Aおよび B」が正規表現
である場合、「A|B」は「A」と「B」のいずれかに一致する文字列と
一致します。

たとえば、「foo|bar」という表現は「foo」や「bar」とは一致します

が、「foobar」とは一致しません。

または ( | )

メッセージのフィルタリングでの正規表現の使用

フィルタを使用して、ASCII以外の形式でエンコードされているメッセージの内容（ヘッダーと
本文）の文字列とパターンを検索できます。具体的には、本システムでは次の場所にある非ASCII
文字を検索する正規表現（regex）を使用できます。

•メッセージヘッダー

• MIME添付ファイル名の文字列

•メッセージ本文：

◦ MIMEヘッダーがない本文（従来の形式の電子メール）
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◦エンコードを示すMIMEヘッダーがあり、MIME部分がない本文

◦エンコードが指定されているマルチパートMIMEメッセージ

◦上記の本文のうち、MIMEヘッダーでエンコードが指定されていないもの

メッセージまたは本文の任意の部分（添付ファイルを含む）の照合に正規表現を使用できます。

添付ファイルのタイプとしてHTML、MSWord、Excelなど多数のタイプを対象にできます。対象
となる文字セットとして、gb2312、HZ、EUC、JIS、Shift-JIS、Big5、Unicodeなどがあります。
正規表現のメッセージフィルタルールを作成するには、コンテンツフィルタGUIを使用するか、
テキストエディタでファイルを作成してからシステムにインポートします。詳細については、CLI
を使用したメッセージフィルタの管理,（260ページ）およびスキャン動作の設定,（282ページ）
を参照してください。

正規表現の使用に関するガイドライン

プレフィックスではなく文字列全体を照合する場合は、正規表現の先頭にキャレット（^）、末尾
にドル記号（$）をそれぞれ配置する必要があります。

空の文字列を照合する場合に「」を使用すると、実際にはすべての文字列が一致します。 代

わりに、「^$」を使用してください。たとえば、subjectルール, （182ページ）の 2番めの例が
これに該当します。

（注）

また、文字としてのピリオドを照合するには、正規表現でピリオドをエスケープする必要があり

ます。たとえば、sun.comという正規表現は「thegodsunocommando」という文字列と一致します

が、^sun\.com$という正規表現は「sun.com」という文字列のみと一致します。

技術的には、ここで使用する正規表現のスタイルは Python re Moduleモジュールスタイルの正規
表現です。Pythonスタイルの正規表現の詳細については、http://www.python.org/doc/howto/から

アクセスできる「Python Regular Expression HOWTO」を参考にしてください。

正規表現と非 ASCII 文字セット
一部の言語では、「単語」や「単語境界」、「大文字と小文字」という概念が存在しません。

単語を構成する文字（正規表現で「\w」と表される文字）の識別などが必要になる複雑な正規表
現では、ロケールが不明な場合、またはエンコードが不明な場合、問題が発生します。

n テスト
正規表現の照合テストは、シーケンス ==とシーケンス !=を使用して行うことができます。次に

例を示します。

rcpt-to ==
"^goober@dev\\.null\\....$" (matching)

rcpt-to != "^goober@dev\\.null\\....$" (non-matching)
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大文字と小文字の区別

特に明記されている場合を除き、正規表現では大文字と小文字が区別されます。正規表現で foo

を検索する場合、FOOや Fooは一致しません。

効率的なフィルタの作成

次の例は、同じ処理を行う 2つのフィルタですが、最初の例の方が CPUの使用率が高くなりま
す。2番めのフィルタの方が効率的な正規表現を使用しています。

attachment-filter: if ((recv-listener == "Inbound") AND
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((attachment-filename ==

"\\.386$") OR (attachment-filename == "\\.exe$")) OR (attachment-filename == "\\.ad$")) OR

(attachment-filename == "\\.ade$")) OR (attachment-filename == "\\.adp$")) OR
(attachment-filename == "\\.asp$")) OR (attachment-filename == "\\.bas$")) OR
(attachment-filename == "\\.bat$")) OR (attachment-filename == "\\.chm$")) OR
(attachment-filename == "\\.cmd$")) OR (attachment-filename == "\\.com$")) OR
(attachment-filename == "\\.cpl$")) OR (attachment-filename == "\\.crt$")) OR
(attachment-filename == "\\.exe$")) OR (attachment-filename == "\\.hlp$")) OR
(attachment-filename == "\\.hta$")) OR (attachment-filename == "\\.inf$")) OR
(attachment-filename == "\\.ins$")) OR (attachment- filename == "\\.isp$")) OR
(attachment-filename == "\\.js$")) OR (attachment-filename == "\\.jse$")) OR
(attachment- filename == "\\.lnk$")) OR (attachment-filename == "\\.mdb$")) OR
(attachment-filename == "\\.mde$")) OR (attachment-filename == "\\.msc$")) OR
(attachment-filename == "\\.msi$")) OR (attachment-filename == "\\.msp$")) OR
(attachment-filename == "\\.mst$")) OR (attachment-filename == "\\.pcd$")) OR
(attachment-filename == "\\.pif$")) OR (attachment-filename == "\\.reg$")) OR
(attachment-filename == "\\.scr$")) OR (attachment-filename == "\\.sct$")) OR
(attachment-filename == "\\.shb$")) OR (attachment-filename == "\\.shs$")) OR
(attachment-filename == "\\.url$")) OR (attachment-filename == "\\.vb$")) OR
(attachment-filename == "\\.vbe$")) OR (attachment-filename == "\\.vbs$")) OR
(attachment-filename == "\\.vss$")) OR (attachment-filename == "\\.vst$")) OR
(attachment-filename == "\\.vsw$")) OR (attachment-filename == "\\.ws$")) OR
(attachment-filename == "\\.wsc$")) OR (attachment-filename == "\\.wsf$")) OR
(attachment-filename == "\\.wsh$"))) { bounce(); }

この例では、AsyncOSは正規表現エンジンを 30回（添付ファイルタイプと recv-listenerのそれぞ
れに 1回ずつ）起動する必要があります。

代わりに、次のようなフィルタを作成します。

attachment-filter: if (recv-listener == "Inbound") AND (attachment-filename == "\\.
(386|exe|ad|ade|adp|asp|bas|bat|chm|cmd|com|cpl|crt|exe|hlp|hta|inf|ins|isp|js|jse|l
nk|mdb|mde|msc|msi|msp|mst|pcd|pif|reg|scr|sct|shb|shs|
url|vb|vbe|vbs|vss|vst|vsw|ws|wsc|wsf|wsh)$") {

正規表現エンジンの起動回数は2回だけで、「()」の追加やスペルの誤りについて心配する必要が
なくなるためフィルタの管理も大幅に簡単になります。また、最初の例に比べて CPUオーバー
ヘッドが低下します。

PDF と正規表現
PDFの生成方法によっては、スペースや改行がないことがあります。このような場合、スキャン
エンジンは、ページ内の単語の位置に基づき、論理的なスペースと改行の挿入を試みます。たと

えば、1つの単語の中に複数のフォントやフォントサイズが混在する場合、生成される PDFコー
ドからスキャンエンジンが単語と改行を判別するのが難しくなります。このように生成された
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PDFファイルで正規表現による照合を行うと、スキャンエンジンは予期しない結果を返す場合が
あります。

たとえば、PowerPoint文書に挿入した単語の中に、単語内の文字ごとに異なるフォントやフォン
トサイズが設定されているものがあるとします。このアプリケーションから生成されたPDFをス
キャンエンジンが読み取ると、論理的なスペースと改行が挿入されます。PDFの構造が原因で、
「callout」という単語が「call out」または「c a l lout」と解釈されることがあります。このいずれ
かの表現を正規表現「callout」と照合しようとすると、一致なしという結果になります。

スマート ID
メッセージの内容をスキャンするメッセージルールを使用する場合、スマート IDを使用すると
データ内の特定のパターンを検出できます。

スマート IDで、データ内の次のパターンを検出できます。

•クレジットカード番号

•米国社会保障番号

• CUSIPナンバー

• ABAナンバー

フィルタでスマート IDを使用するには、本文または添付ファイルのコンテンツをスキャンする
フィルタルールで次のキーワードを使用します。

表 22：メッセージフィルタのスマート ID

説明スマート IDキーワード

14、15、および 16桁のクレ
ジットカード番号を識別しま

す。

注意：スマート IDは enRoute
カードを識別しません。

クレジットカード番号*credit

ABA送金番号を識別します。ABA送金番号*aba

米国社会保障番号を識別しま

す。*ssnスマート IDはダッ
シュ、ピリオド、スペースがあ

る社会保障番号を識別します。

社会保障番号*ssn

CUSIP番号を識別します。CUSIP番号*cusip

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
180

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

スマート ID



スマート ID の構文
フィルタルールでスマート IDを使用する場合、次の例のように、本文または添付ファイルをス
キャンするフィルタルールの中でスマート IDキーワードを引用符で囲みます。

ID_Credit_Cards:

if(body-contains("*credit")){

notify("legaldept@example.com");

}
.

また、コンテンツディクショナリの一部としてコンテンツフィルタ内でスマート IDを使用する
こともできます。

スマート IDキーワードは通常の正規表現や他のキーワードと組み合わせて使用できません。
たとえば、「*credit|*ssn」というパターンは有効ではありません。

（注）

*ssnスマート IDによる誤判定を防ぐため、*ssnスマート IDは他のフィルタ条件とあわせて使
用すると有用な場合があります。たとえば、「only-body-contains」フィルタ条件を使用するこ
とができます。この場合、検索文字列がメッセージ本文のすべてのMIME部分に存在する場
合のみ式が trueであると判定されます。たとえば、次のようなフィルタを作成できます。

（注）

SSN-nohtml: if only-body-contains(“*ssn”) { duplicate-quarantine(“Policy”);}

メッセージフィルタルールの説明と例

次のセクションでは、使用されるさまざまなメッセージフィルタルールについて説明し、その例

を示します。

true ルール
trueルールはすべてのメッセージと一致します。たとえば、次のルールはテスト対象となるすべ
てのメッセージについて、IPインターフェイスを externalに変更します。

externalFilter:

if (true)

{

alt-src-host('external');

}
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有効なルール

validルールは、メッセージに解析不能または無効なMIME部分が含まれている場合に falseを返
し、それ以外の場合は trueを返します。たとえば、次のルールはテスト対象のメッセージのうち
解析不能なメッセージをすべてドロップします。

not-valid-mime:

if not valid

{

drop();

}

subject ルール
subjectルールは、件名ヘッダーの値が指定した正規表現と一致するメッセージを選択します。

たとえば、次のフィルタは、件名が「Make Money...」という語句で始まるすべてのメッセージを
廃棄します。

not-valid-mime:

if not valid

{

drop();

}

ヘッダーの値で検索する非 ASCII文字を指定することができます。

ヘッダーに関する操作を行う場合、ヘッダーの現在の値には処理中に行われた変更（メッセージ

のヘッダーの追加、削除、変更を行うフィルタ処理など）が含まれている点に注意してください。

詳細については、メッセージヘッダールールおよび評価, （161ページ）を参照してください。

次のフィルタは、ヘッダーが空の場合、またはメッセージにヘッダーがない場合に trueを返しま
す。

EmptySubject_To_filter:

if (header('Subject') != ".") OR

(header('To') != ".") {

drop();

}

このフィルタは Subjectヘッダーと Toヘッダーが空の場合に trueを返しますが、ヘッダーがな
い場合も trueを返します。指定したヘッダーがメッセージ内にない場合でも、このフィルタは
trueを返します。

（注）
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エンベロープ受信者ルール

rcpt-toルールは、いずれかのエンベロープ受信者が指定した正規表現と一致するメッセージを選

択します。たとえば、次のフィルタは「scarface」という文字列を含む電子メールアドレス宛てに
送信されたすべてのメッセージをドロップします。

rcpt-toルールで使用する正規表現では、大文字と小文字は区別されません。（注）

scarfaceFilter:

if (rcpt-to == 'scarface')

{

drop();

}

rcpt-toルールはメッセージに基づいています。メッセージに複数の受信者が設定されている

場合、いずれか1人の受信者がルールと一致していれば、指定した処理がすべての受信者に対
するメッセージに適用されます。

（注）

グループ内エンベロープ受信者ルール

rcpt-to-groupルールは、いずれかのエンベロープ受信者が指定したLDAPグループのメンバであ
るメッセージを選択します。たとえば、次のフィルタは「ExpiredAccounts」という LDAPグルー
プ内の電子メールアドレス宛てに送信されたすべてのメッセージをドロップします。

expiredFilter:

if (rcpt-to-group == 'ExpiredAccounts')

{

drop();

}

rcpt-to-groupルールはメッセージに基づいています。メッセージに複数の受信者が設定され

ている場合、いずれか1人の受信者がルールと一致していれば、指定した処理がすべての受信
者に対するメッセージに適用されます。

（注）

エンベロープ送信者ルール

mail-fromルールは、エンベロープ送信者が指定した正規表現と一致するメッセージを選択しま

す。たとえば、次のフィルタを実行すると admin@yourdomain.comにより送信されたすべてのメッ

セージがただちに出力されます。
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mail-fromルールで使用する正規表現では、大文字と小文字は区別されません。次の例では、
ピリオドがエスケープ処理されています。

（注）

kremFilter:

if (mail-from == '^admin@yourdomain\\.com$')

{

skip-filters();

}

グループ内エンベロープ送信者ルール

mail-from-groupルールは、エンベロープ送信者が演算子の右辺で指定したLDAPグループに属し
ている（不一致を検索する場合は、送信者の電子メールアドレスが指定した LDAPグループに属
していない）メッセージを選択します。たとえば、次のフィルタを実行すると、「KnownSenders」
という LDAPグループの電子メールアドレスにより送信されたすべてのメッセージがただちに出
力されます。

SenderLDAPGroupFilter:

if (mail-from-group == 'KnownSenders')

{

skip-filters();

}

送信者グループルール

sendergroupメッセージフィルタは、リスナーのホストアクセステーブル（HAT）でどの送信者
グループが一致するかに基づいて、メッセージを選択します。このルールは「==」（一致を検索
する場合）または「!=」（不一致を検索する場合）を使用して、指定した正規表現（式の右辺）
との一致をテストします。たとえば、次のメッセージフィルタルールは、メッセージの送信者グ

ループが正規表現「Internal」と一致する場合にtrueを返し、その場合はメッセージを代替メール

ホストに送信します。

senderGroupFilter:

if (sendergroup == "Internal")

{

alt-mailhost("[172.17.0.1]");

}

本文サイズルール

本文サイズとはメッセージのサイズのことで、ヘッダーと添付ファイルも含みます。body-size

ルールは、本文サイズを指定された数値と比較し、条件に一致するメッセージを選択します。た
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とえば、次のフィルタは本文サイズが 5メガバイトを超えるすべてのメッセージをバウンスしま
す。

BigFilter:

if (body-size > 5M)

{

bounce();

}

body-sizeを使用すると次のような比較ができます。

比較の種類例

より少ないbody-size < 10M

以下body-size <= 10M

右辺と比較して大きいbody-size > 10M

以上body-size >= 10M

等しいbody-size == 10M

等しくないbody-size != 10M

サイズ指定にはサフィクスを使用すると便利です。

説明数量

10バイト（「10」に同じ）10b

13キロバイト13k

5メガバイト5M

40ギガバイト（注：Ciscoアプライアンスでは100メガバイトを超える
メッセージを処理できません）

40G

リモート IP ルール
remote-ipルールは、メッセージを送信したホストの IPアドレスが特定のパターンと一致するか
どうかを確認するためのテストを実行します。IPアドレスは、インターネットプロトコルバー
ジョン 4（IPv4）またはインターネットプロトコルバージョン 6（IPv6）を指定できます。IPア
ドレスパターンは、「送信者グループの構文」に記載されている allowed hosts表記を使用して指
定されます。ただし、SBO、SBRS、dnslist表記および特殊キーワード ALLを除きます。
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allowed hosts表記では、IPアドレス（ホスト名ではない）の順序と数値での範囲のみを指定でき
ます。たとえば、次のフィルタは次のフォームの IPアドレスからインジェクトされていない任意
のメッセージをバウンスします。10.1.1.x、Xは 50、51、52、53、54、または 55。

notMineFilter:

if (remote-ip != '10.1.1.50-55')

{

bounce();

}

受信リスナールール

recv-listenerルールは、名前付きリスナーで受信したメッセージを選択します。リスナー名は、

現在システム上で設定されているリスナーのいずれかのニックネームである必要があります。た

とえば、次のフィルタを実行すると、expediteという名前のリスナーから受信したすべてのメッ
セージがただちに出力されます。

expediteFilter:

if (recv-listener == 'expedite')

{

skip-filters();

}

受信 IP インターフェイスルール
recv-intルールは、名前付きインターフェイス経由で受信したメッセージを選択します。インター

フェイス名は、現在システムに設定されているインターフェイスのいずれかのニックネームであ

る必要があります。たとえば、次のフィルタは、outsideという名前のインターフェイスから受信
したすべてのメッセージをバウンスします。

outsideFilter:

if (recv-int == 'outside')

{

bounce();

}

日付ルール

dateルールは、現在の日時と指定した時刻を照合します。日付ルールは、MM/DD/YYYY hh:mm:ss
という形式のタイムスタンプを含む文字列と比較されます。このルールは、特定の日時（米国形

式）の前または後に実行する処理を指定する場合に便利です。（米国以外の日付形式を使用して

いるメッセージを検索する場合は問題が発生することがあります）。次のフィルタは、2003年 7
月 28日の午後 1時より後に campaign1@yourdomain.comから送信されたすべてのメッセージをバウ

ンスします。

TimeOutFilter:
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if ((date > '07/28/2003 13:00:00') and (mail-from ==

'campaign1@yourdomain\\.com'))

{

bounce();

}

dateルールを $Dateメッセージフィルタ処理変数と混同しないようにしてください。（注）

ヘッダールール

header()ルールは、メッセージヘッダーがかっこ内で引用されている特定のヘッダー（“ヘッダー
名”）と一致するかどうかを確認します。このルールは subjectルールと同様に正規表現と比較す
ることもできますが、比較を行わずに使用することもできます。この場合、メッセージにそのヘッ

ダーがあれば「true」、なければ「false」となります。たとえば、次の例ではヘッダー X-Sample

の有無、およびこのヘッダーの値に「sample text」という文字列が含まれているかどうかを確認

しています。一致する場合は、メッセージがバウンスされます。

FooHeaderFilter:

if (header('X-Sample') == 'sample text')

{

bounce();

}

ヘッダーの値で検索する非 ASCII文字を指定することができます。

次の例では、比較を行わずにヘッダールールを適用しています。この場合、ヘッダー X-DeleteMe

が見つかると、そのヘッダーがメッセージから削除されます。

DeleteMeHeaderFilter:

if header('X-DeleteMe')

{

strip-header('X-DeleteMe');

}

ヘッダーに関する操作を行う場合、ヘッダーの現在の値には処理中に行われた変更（メッセージ

のヘッダーの追加、削除、変更を行うフィルタ処理など）が含まれている点に注意してください。

詳細については、メッセージヘッダールールおよび評価, （161ページ）を参照してください。

乱数ルール

randomルールは、0からN-1（Nはルール名の後のかっこで指定される整数値）までの乱数を生成
します。このルールでは header()ルールと同様に比較を行うこともできますが、「単項」形式で

単独使用することもできます。単項形式では、生成された乱数が 0でない場合に trueと評価され

ます。たとえば、次のフィルタはいずれも内容としては同じもので、2分の 1の確率で Virtual
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Gatewayアドレス Aが選択され、残り 2分の 1の確率で Virtual Gatewayアドレス Bが選択されま
す。

load_balance_a:

if (random(10) < 5)
{

alt-src-host('interface_a');
}

else

{

alt-src-host('interface_b');

}

load_balance_b:

if (random(2))

{

alt-src-host('interface_a');

}

else

{

alt-src-host('interface_b');

}

受信者数ルール

rcpt-countルールは、body-sizeルールと同様に、メッセージの受信者の数を整数値と比較しま

す。このルールを使用すると、ユーザが一度に多数のユーザに電子メールを送信することを防止

でき、また大規模なメール送信キャンペーンが特定の Virtual Gatewayアドレス経由で行われるよ
うにすることができます。次の例では、受信者数が 100件を超える電子メールが特定の Virtual
Gatewayアドレスを経由して送信されます。
large_list_filter:

if (rcpt-count > 100) {

alt-src-host('mass_mailing_interface');

}

アドレス数ルール

addr-count()メッセージフィルタルールは、1つ以上のヘッダー文字列を対象に、各行の受信者
数を計算し、受信者の累積数をレポートします。このフィルタは、エンベロープの受信者ではな

くメッセージ本文のヘッダーに対して機能する点がrcpt-countフィルタルールと異なります。次
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の例では、このフィルタルールにより長い受信者リストが「undisclosed-recipients」というエイリ
アスに置き換えられています。

large_list_filter:

if (rcpt-count > 100) {

alt-src-host('mass_mailing_interface');

}

本文スキャンルール

body-contains()ルールは、受信する電子メールとその添付ファイルをスキャンし、パラメータで

定義された特定のパターンの有無を確認します。これには、配信ステータス部および関連付けら

れている添付ファイルが含まれます。body-contains()ルールでは複数行を対象とした照合は行わ

れません。スキャンのロジックを [スキャン動作（ScanBehavior）]ページまたはCLIの scanconfig

コマンドで変更することにより、スキャンの対象となる、またはスキャンの対象から除外する

MIMEタイプを定義できます。また、スキャン結果を trueと評価するために検出する必要がある
一致の最小数を指定することもできます。

デフォルトでは、MIMEタイプが video/*、audio/*、image/*以外であるすべての添付ファイルが

スキャンされます。複数のファイルが含まれている .zip、.bzip、.compress、.tar、.gzipの各アー

カイブ添付ファイルがスキャンされます。スキャン対象となる、「ネストされた」アーカイブ添

付ファイル（.zipに格納されている .zipなど）の数を設定できます。

詳細については、スキャン動作の設定, （282ページ）を参照してください。

本文スキャン

AsyncOSが本文スキャンを実行する場合、正規表現を使用して本文のテキストと添付ファイルを
スキャンします。式には最小しきい値を指定することができ、スキャンエンジンがこの最小回数

だけ正規表現との一致を検出すると、この式は trueと評価されます。

AsyncOSはメッセージの各種のMIME部分を評価し、テキスト形式になっているすべてのMIME
部分をスキャンします。最初の部分でMIMEタイプがテキストに指定されている場合、AsyncOS
はテキスト部分を識別します。AsyncOSはメッセージで指定されたエンコードに基づいてエンコー
ドを決定し、テキストをUnicodeに変換します。その後、Unicode領域で正規表現を検索します。
メッセージでエンコードが指定されていない場合は、[スキャン動作（Scan Behavior）]ページま
たは scanconfigコマンドで指定されたエンコードが使用されます。

メッセージのスキャン時にAsyncOSがMIME部分を評価する方法の詳細については、メッセージ
本文とメッセージ添付ファイル, （162ページ）を参照してください。

MIME部分がテキストでない場合、AsyncOSは .zipまたは .tarからファイルを抽出するか、圧縮
されたファイルを抽出します。データを抽出した後、スキャンエンジンはファイルのエンコード

を識別し、ファイルのデータを Unicode形式で返します。その後、AsyncOSは Unicode領域で正
規表現を検索します。
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次の例では、本文のテキストと添付ファイルで「Company Confidential」という文字列を検索しま
す。この例では、最小しきい値が 2件に設定されているため、スキャンエンジンがこの文字列を
2件以上検出すると、該当するメッセージをすべてバウンスし、法務部門に通知します。
ConfidentialFilter:

if (body-contains('Company Confidential',2)) {

notify ('legaldept@example.domain');

bounce();

}

メッセージの本文のみをスキャンする場合は、only-body-containsを使用します。

disclaimer:

if (not only-body-contains('[dD]isclaimer',1) ) {

notify('hresource@example.com');

}

暗号化検出ルール

encryptedルールは、メッセージの内容に暗号化データが存在するかどうかを調査します。この

ルールは暗号化データのデコードは行わず、メッセージの内容に暗号化データが存在するかどう

かのみを調査します。このルールは、ユーザが暗号化された電子メールを送信できないようにす

る場合に便利です。

暗号化されたルールは、メッセージの内容の暗号化されたデータのみを検出できます。暗号化

された添付ファイルは検出しません。

（注）

encryptedは trueルールと同様に、パラメータを使用せず、比較も行いません。暗号化されたデー

タが検出された場合に true、検出されなかった場合に falseを返します。この機能を実行するに

はメッセージのスキャンが必要になるため、[スキャン動作（Scan Behavior）]ページまたは
scanconfigコマンドで定義されたスキャン設定が使用されます。オプションの設定の詳細につい

ては、スキャン動作の設定, （282ページ）を参照してください。

次のフィルタは、リスナー経由で送信されたすべての電子メールを確認し、メッセージに暗号化

されたデータが含まれる場合は、該当するメッセージがBCCで法務部門宛てに送信され、バウン
スされます。

prevent_encrypted_data:

if (encrypted) {

bcc ('legaldept@example.domain');

bounce();

}
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添付ファイルタイプルール

attachment-typeルールはメッセージ内の各添付ファイルのMIMEタイプを確認し、指定されたパ
ターンと一致するかどうかを判別します。このパターンは [スキャン動作（Scan Behavior）]ペー
ジまたはscanconfigコマンドで使用する形式（スキャン動作の設定,（282ページ）を参照）と同
じ形式である必要があり、スラッシュ（/）の左右の一方でアスタリスクをワイルドカードとして
使用できます。メッセージの添付ファイルがここで指定したMIMEタイプと一致する場合、この
ルールは「true」を返します。

この機能を実行するにはメッセージのスキャンが必要となるため、スキャン動作の設定, （282
ページ）で説明されているすべてのオプションが適用されます。

メッセージの添付ファイルを操作するために使用できるメッセージフィルタルールの詳細につい

ては、添付ファイルのスキャン, （249ページ）を参照してください。

次のフィルタは、リスナー経由で送信されたすべての電子メールを確認し、MIMEタイプがvideo/*

である添付ファイルがメッセージに含まれる場合は、該当するメッセージがバウンスされます。

bounce_video_clips:

if (attachment-type == 'video/*') {

bounce();

}

添付ファイル名ルール

attachment-filenameルールはメッセージ内の各添付ファイルの名前を確認し、指定されたパター

ンと一致するかどうかを判別します。この比較では大文字と小文字は区別されます。この比較で

はスペースの有無も区別されるため、ファイル名の末尾にスペースがある状態でエンコードされ

ていると、フィルタはその添付ファイルをスキップします。メッセージの添付ファイルのいずれ

かが指定したファイル名と一致すると、このルールは trueを返します。

次の点に注意してください。

•各添付ファイルの名前はMIMEヘッダーからキャプチャされます。MIMEヘッダーにある
ファイル名の末尾にはスペースがある場合があります。

•添付ファイルがアーカイブの場合、Ciscoアプライアンスはアーカイブの内部からファイル
名を取得し、スキャン設定ルール（スキャン動作の設定,（282ページ）を参照）を適用しま
す。

◦添付ファイルが1個の圧縮ファイル（拡張子を問わず）である場合、アーカイブである
とは見なされず、この圧縮ファイルの名前は取得されません。つまり、このファイルは

attachment-filenameルールでは処理されません。このようなファイルの例としては、

gzipで圧縮された実行可能ファイル（.exe）などがあります。

◦添付ファイルが単独の圧縮ファイルである場合（foo.exe.gzなど）、正規表現を使用し
て圧縮ファイル内の特定のファイルタイプを検索します。添付ファイル名とアーカイブ

ファイル内の単独の圧縮ファイル, （192ページ）を参照してください。
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メッセージの添付ファイルを操作するために使用できるメッセージフィルタルールの詳細につい

ては、添付ファイルのスキャン, （249ページ）を参照してください。

次のフィルタは、リスナー経由で送信されたすべての電子メールを確認し、ファイル名が *.mp3

である添付ファイルがメッセージに含まれる場合は、該当するメッセージがバウンスされます。

block_mp3s:

if (attachment-filename == '(?i)\\.mp3$') {

bounce();

}

添付ファイル名とアーカイブファイル内の単独の圧縮ファイル

次に、アーカイブ（gzipで作成したものなど）にある単独の圧縮ファイルを照合する例を示しま
す。

quarantine_gzipped_exe_or_pif:

if (attachment-filename == '(?i)\\.(exe|pif)($|.gz$)') {

quarantine("Policy");

}

DNS リストルール
dnslist()ルールは、クエリの実行に DNSBL方式（「ip4rルックアップ」とも呼ばれます）を使
用するパブリック DNSリストサーバを照会します。着信接続の IPアドレスは反転され（IPが
1.2.3.4の場合は4.3.2.1になり）、かっこ内のサーバ名にプレフィックスとして追加されます（サー
バ名の先頭がピリオドでない場合は、サーバ名とプレフィックスを区切るためのピリオドが追加

されます）。DNSクエリーが生成され、システムには DNS失敗応答（接続の IPアドレスがサー
バのリストにないことを示す）または IPアドレス（アドレスが見つかったことを示す）が返され
ます。返される IPアドレスは、通常、次の形式です。127.0.0.x。ここで、xは、0から 255まで
のほぼ任意の数字です（IPアドレス範囲は許可されていません）。一部のサーバは、リスト生成
の理由に基づいてそれぞれ異なる数字を返しますが、それ以外のサーバはすべての一致に対して

同じ結果を返します。

dnslist()は、header()ルールと同様に、単項または二項比較で使用できます。単独では、応答を

受信すると trueを返し、応答がない場合（DNSサーバが到達不能の場合など）は falseを返しま

す。

次のフィルタを実行すると、送信者が Cisco Bonded Sender情報サービスプログラムにボンドされ
ている場合、そのメッセージがただちに出力されます。

whitelist_bondedsender:

if (dnslist('query.bondedsender.org')) {

skip-filters();

}
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オプションで、等式（==）または不等式（!=）を使用して結果を文字列と比較することもできま

す。

次のフィルタは、サーバから「127.0.0.2」が返されるメッセージをドロップします。応答がそれ

以外の内容であれば、このルールは falseを返し、フィルタは無視されます。
blacklist:

if (dnslist('dnsbl.example.domain') == '127.0.0.2') {

drop();

}

SenderBase レピュテーションルール
reputationルールは、SenderBaseレピュテーションスコアを他の値と比較して確認します。>、
==、<=などのすべての比較演算子を使用できます。メッセージに SenderBaseレピュテーション
スコアがない場合（これまでスコアがまったく確認されていないか、SenderBaseレピュテーショ
ンサービスクエリーサーバから応答を取得できなかった場合）、レピュテーションスコアとの

比較はすべて失敗します（数値がいずれかの値より大きいまたは小さい、いずれかの値と等しい

または等しくないという判別ができません）。次に説明するno-reputationルールを使用すると、

SBRSスコアが「none」であるかどうかを確認できます。次の例では、SenderBaseレピュテーショ
ンサービスから返されるレピュテーションスコアがしきい値の -7.5を下回る場合に、メッセージ
の「Subject:」行の先頭に「*** BadRep ***」が付加されます。

note_bad_reps:

if (reputation < -7.5) {
strip-header ('Subject');
insert-header ('Subject', '*** BadRep $Reputation *** $Subject');
}

詳細については、「送信者レピュテーションフィルタリング」の章を参照してください。関連項

目アンチスパムシステムのバイパスアクション, （242ページ）

SenderBaseレピュテーションルールによる値は -10～ 10ですが、NONEという値が返される場合
もあります。NONEについて特に確認が必要な場合は、no-reputationルールを使用します。

none_rep:

if (no-reputation) {

strip-header ('Subject');

insert-header ('Subject', '*** Reputation = NONE *** $Subject');

}

ディクショナリルール

メッセージ本文に、「dictonary_name」という名前のコンテンツディクショナリにある正規表現ま
たは用語が含まれている場合、dictionary-match(<dictonary_name>)ルールは trueと評価されま

す。該当のディクショナリが存在しない場合は、ルールは falseと評価されます。辞書の定義の
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詳細については（大文字と小文字の区別や単語境界の設定など）、「テキストリソース」の章を

参照してください。

次のフィルタは、シスコが「secret_words」という辞書にある単語を含むメッセージをスキャンす
ると、管理者にブラインドカーボンコピーを送信します。

copy_codenames:

if (dictionary-match ('secret_words')) {

bcc('administrator@example.com');

}

次の例では、メッセージの本文に、「secret_words」という辞書にあるいずれかの単語が含まれて
いると、そのメッセージが Policyという隔離エリアに送信されます。only-body-contains条件と

は異なり、body-dictionary-match条件では、すべてのコンテンツ部分がそれぞれ個別に辞書に一

致する必要はありません。各コンテンツ部分のスコア（マルチパート/代替部分も考慮されます）
は合計されます。

quarantine_data_loss_prevention:

if (body-dictionary-match ('secret_words'))

{

quarantine('Policy');

}

次のフィルタでは、件名が指定した辞書にある単語と一致すると隔離されます。

quarantine_policy_subject:

if (subject-dictionary-match ('gTest'))

{

quarantine('Policy');

}

次の例では、「To」ヘッダーの電子メールアドレスを照合し、管理者にブラインドコピーを送信
しています。

headerTest:

if (header-dictionary-match ('competitorsList', 'to'))

{

bcc('administrator@example.com');

}

attachment-dictionary-match(<dictonary_name>)ルールは上記の dictionary-matchルールと同様

に機能しますが、検索対象は添付ファイルです。

次のフィルタでは、メッセージの添付ファイルに「secret_words」という辞書にあるいずれかの単
語が含まれていると、そのメッセージが Policyという隔離エリアに送信されます。
quarantine_codenames_attachment:
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if (attachment-dictionary-match ('secret_words'))

{

quarantine('Policy');

}

header-dictionary-match(<dictonary_name>, <header>)ルールは上記の dictionary-matchルールと
同様に機能しますが、検索対象は<header>で指定したヘッダーです。ヘッダー名の大文字と小文
字は区別されないため、たとえば「subject」でも「Subject」でも機能します。

次のフィルタでは、メッセージの「cc」ヘッダーに「ex_employees」という辞書にあるいずれかの
単語が含まれていると、そのメッセージが Policyという隔離エリアに送信されます。
quarantine_codenames_attachment:

if (header-dictionary-match ('ex_employees', 'cc'))

{

quarantine('Policy');

}

辞書用語内でワイルドカードを使用することができます。電子メールアドレスのピリオドをエス

ケープする必要はありません。

SPF-Status ルール
SPF/SIDF検証されたメールを受信する場合、SPF/SIDF検証の結果によって異なるアクションを
実行することが必要になる場合があります。spf-statusルールを使用すると、複数の SPF検証結果
との照合が可能になります。詳細については、検証結果, （615ページ）を参照してください。

SPF識別情報なしで SPF検証メッセージフィルタルールを設定している場合、メッセージに
判定が異なる別のSPF識別情報が含まれているときは、そのルールは、メッセージ内の判定の
いずれかがルールと一致するとトリガーされます。

（注）

SPF/SIDF検証結果との照合を行うには、次の構文を使用します。

if (spf-status == "Pass")

1つの条件で複数の状態判定に対してチェックする場合、次の構文を使用できます。

if (spf-status == "PermError, TempError")

さらに、次の構文を使用して、HELO、MAIL FROM、PRA IDに対して検証結果をチェックする
こともできます。

if (spf-status("pra") == "Fail")
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次の例に、spf-statusフィルタの使用例を示します。
skip-spam-check-for-verified-senders:

if (sendergroup == "TRUSTED" and spf-status == "Pass"){

skip-spamcheck();

}

quarantine-spf-failed-mail:

if (spf-status("pra") == "Fail") {

if (spf-status("mailfrom") == "Fail"){

# completely malicious mail

quarantine("Policy");

} else {

if(spf-status("mailfrom") == "SoftFail") {

# malicious mail, but tempting

quarantine("Policy");

}

}

} else {

if(spf-status("pra") == "SoftFail"){

if (spf-status("mailfrom") == "Fail"

or spf-status("mailfrom") == "SoftFail"){

# malicious mail, but tempting

quarantine("Policy");

}

}

}

stamp-mail-with-spf-verification-error:

if (spf-status("pra") == "PermError, TempError"

or spf-status("mailfrom") == "PermError, TempError"

or spf-status("helo") == "PermError, TempError"){

# permanent error - stamp message subject

strip-header("Subject");

insert-header("Subject", "[POTENTIAL PHISHING] $Subject"); }

.
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SPF-Passed ルール
次の例に、spf-passedとマークされていない電子メールを隔離するための spf-passedルールを示

します。

quarantine-spf-unauthorized-mail:

if (not spf-passed) {

quarantine("Policy");

}

spf-statusルールと異なり spf-passedルールは SPF/SIDF検証値を簡単なブール値に単純化し
ます。次の検証結果は、spf-passedルールに合格していないものとして扱われます。None、
Neutral、Softfail、TempError、PermError、Fail。より詳細な結果に基づいて、メッセージへの
アクションを実行するには、spf-statusルールを使用します。

（注）

S/MIME ゲートウェイメッセージルール
S/MIMEゲートウェイメッセージルールでは、メッセージが S/MIME署名されているか、暗号化
されているか、または署名および暗号化されているかを確認します。次のメッセージフィルタで

は、メッセージが S/MIMEメッセージであるかどうかを確認し、S/MIMEを使用した検証または
復号化に失敗した場合は隔離します。

quarantine_smime_messages:
if (smime-gateway-message and not smime-gateway-verified) {
quarantine("Policy");
}

詳細については、S/MIMEセキュリティサービス, （545ページ）を参照してください。

S/MIME ゲートウェイ検証済みルール
S/MIMEゲートウェイメッセージ検証済みルールでは、メッセージが正常に検証されているか、
復号化されているか、または復号化および検証されているかを確認します。次のメッセージフィ

ルタでは、メッセージが S/MIMEメッセージであるかどうかを確認し、S/MIMEを使用した検証
または復号化に失敗した場合は隔離します。

quarantine_smime_messages:
if (smime-gateway-message and not smime-gateway-verified) {
quarantine("Policy");
}

詳細については、次を参照してください S/MIMEセキュリティサービス, （545ページ）

workqueue-count ルール
workqueue-countルールは、ワークキュー数を特定の値と照合します。>、==、<=などのすべての

比較演算子を使用できます。
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次のフィルタは、ワークキュー数を確認し、指定した値より多ければスパムの確認を省略します。

wqfull:

if (workqueue-count > 1000) {

skip-spamcheck();

}

SPF/SIDFの詳細については、SPFおよび SIDF検証の概要, （608ページ）を参照してください。

SMTP 認証済みユーザ一致ルール
Ciscoアプライアンスがメッセージの送信にSMTP認証を使用している場合、smtp-auth-id-matches

(<target> [, <sieve-char>])ルールはメッセージのヘッダーとエンベロープ送信者を送信者の SMTP
認証ユーザ IDと照合し、スプーフィングされたヘッダーを含む送信メッセージを識別します。こ
のフィルタを使用すると、なりすましの可能性のあるメッセージを隔離またはブロックできます。

smtp-auth-id-matchesルールは、SMTP認証 IDを次の比較対象と比較します。

説明ターゲット

（Target）

SMTP対話のエンベロープ送信者のアドレス（MAILFROM）を比較します。*EnvelopeFrom

Fromヘッダーから解析されたアドレスを比較します。Fromヘッダーには複
数のアドレスを使用できるため、そのうち 1つが一致すれば一致と見なされ
ます。

*FromAddress

Senderヘッダーで指定されているアドレスを比較します。*Sender

IDにかかわらず、認証済みSMTPセッション中に作成されたメッセージと一
致します。

*Any

認証済み SMTPセッション中に作成されなかったメッセージと一致します。
認証がオプションの場合に便利です（推奨）。

*None

フィルタによる照合は厳密ではありません。大文字と小文字は区別されません。オプションで

sieve-charパラメータが指定されている場合、特定の文字の後に続くアドレスの最後の部分は比較
時に無視されます。たとえば、パラメータに「+」が含まれている場合、アドレス

joe+folder@example.comのうち「+」より後の部分がフィルタでは無視されます。アドレスが

joe+smith+folder@example.comの場合は、「+folder」のみが無視されます。SMTP認証ユーザ ID
文字列が単純なユーザ名で、完全修飾電子メールアドレスでない場合は、比較対象のユーザ名部

分のみが照合されます。ドメイン部分は別のルールで検証する必要があります。

また、$SMTPAuthID変数を使用してSMTP認証ユーザ IDをヘッダーに挿入することができます。

次の表は、SMTP認証 IDと電子メールの比較の例で、smtp-auth-id-matchesフィルタルールによ

る比較で一致するかどうかを示しています。
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一致の可否比較するアドレスふるい文字SMTP 認証 ID

なしotheruser@example.comsomeuser

○someuser@example.comsomeuser

○someuser@another.comsomeuser

○someuser@example.comSomeUser

なしsomeuser+folder@example.comsomeuser

○someuser+folder@example.com+someuser

なしsomeuser@forged.comsomeuser@example.com

○someuser@example.comsomeuser@example.com

○someuser@example.comSomeUser@example.com

次のフィルタは、認証済み SMTPセッション中に作成されたすべてのメッセージを確認し、From
ヘッダーのアドレスとエンベロープ送信者がSMTP認証ユーザ IDと一致するか検証します。アド
レスと IDが一致すると、フィルタはドメインを許可します。一致しない場合、アプライアンスは
メッセージを隔離します。

Msg_Authentication:

if (smtp-auth-id-matches("*Any"))

{

# Always include the original authentication credentials in a

# special header.

insert-header("X-Auth-ID","$SMTPAuthID");

if (smtp-auth-id-matches("*FromAddress", "+") and

smtp-auth-id-matches("*EnvelopeFrom", "+"))

{

# Username matches. Verify the domain

if header('from') != "(?i)@(?:example\\.com|alternate\\.com)" or

mail-from != "(?i)@(?:example\\.com|alternate\\.com)"

{

# User has specified a domain which cannot be authenticated

quarantine("forged");

}

} else {
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# User claims to be an completely different user

quarantine("forged");

}

}

署名付きルール

signedルールはメッセージの署名を確認します。このルールは、メッセージの署名の有無を示す
ブール値を返します。このルールは、署名が ASN.1 DERエンコーディングルールに従っている
か、および CMS署名データ型構造（RFC 3852、セクション 5.1）に準拠しているかを評価しま
す。署名がコンテンツと一致するかどうかは検証されず、証明書の有効性も確認されません。

次の例では、signedルールを使用してヘッダーを署名済みメッセージに挿入します。

signedcheck: if signed { insert-header("X-Signed", "True"); }

次の例では、signedルールを使用して、特定の送信者グループから受信した未署名のメッセージ
の添付ファイルをドロップします。

Signed: if ((sendergroup == "NOTTRUSTED") AND NOT signed) {

html-convert();

if (attachment_size > 0)

{

drop_attachments("");

}

}

署名付き証明書ルール

signed-certificateルールは、X.509証明書発行者またはメッセージ署名者が、指定した正規表現と
一致している S/MIMEメッセージを選択します。このルールが対応しているのは X.509証明書の
みです。

このルールの構文は signed-certificate (<field> [<operator> <regular expression>])です。各項目の内容
は次のとおりです。

• <field>：引用符で囲まれた文字列 “issuer”（発行者）または “signer”（署名者）。

• <operator>：==または !=。

• <regular expression>：発行者または署名者を照合するための値。

メッセージに複数の署名が使用されている場合、いずれかの発行者または署名者が正規表現と一

致すると trueが返されます。このルールを一番短い形で signed-certificate(“issuer”)および
signed-certificate(“signer”)のように指定すると、S/MIMEメッセージに発行者または署名者が設定
されている場合に trueが返されます。
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署名者

メッセージ署名者に関して、このルールはX.509証明書の subjectAltName拡張から rfc822Name名
のシーケンスを抽出します。署名証明書に subjectAltNameフィールドがない場合、またはこの
フィールドに rfc822Name名がない場合、signed-certificate(“signer”)ルールは falseを返します。ま
れではありますが、rfc822Name名が複数使用されている場合、このルールはすべての名前を正規
表現と照合しようと試み、最初に一致した時点で trueを返します。

発行元（Issuer）

発行者はX.509証明書の空でない識別名です。AsyncOSは証明書から発行者を取得し、LDAP-UTF8
Unicode文字列に変換します。次に例を示します。

• C=US,S=CA,O=IronPort

• C=US,CN=Bob Smith

X.509証明書では発行者フィールドが必要なため、signed-certificate(“issuer”)は S/MIMEメッセー
ジに X.509証明書があるかどうかを評価します。

正規表現でのエスケープ処理

LDAP-UTF8では、正規表現で使用できるエスケープ方式が定義されています。LDAP-UTF8での
文字のエスケープ処理の詳細については、『Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): String
Representation of Distinguished Names』（http://www.ietf.org/rfc/rfc4514.txt）を参照してください。

signed-certificateルールでのエスケープルールは、LDAP-UTF8で定義されたエスケープルールと
は異なり、エスケープ処理が必要な文字のみをエスケープします。LDAP-UTF8では、エスケープ
処理なしで表示できる文字をオプションでエスケープすることができます。たとえば、次の 2つ
の文字列は、LDAP-UTF8のエスケープルールではいずれも「Example, Inc.」を正しく表すものと
されます。

• Example\, Inc.

• Example\,\ Inc\.

一方で、signed-certificateルールでは「Example\, Inc.」のみが一致します。スペースやピリオドの
エスケープ処理は LDAP-UTF8では許可されていますが、必要ではないため、正規表現では許可
されません。signed-certificateルールで使用する正規表現を作成する場合は、エスケープ処理がな
くても表示できる文字はエスケープしないでください。

$CertificateSigners アクション変数

アクション変数 $CertificateSignersは、署名証明書の subjectAltName要素から取得した、カン

マ区切り形式の署名者のリストです。1人の署名者に複数の電子メールアドレスがある場合、重
複を除去した上でリストに収録されます。
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たとえば、Aliceが自分の 2つの証明書でメッセージに署名したとします。Bobは自分の 1つの証
明書でメッセージに署名しています。すべての証明書は1件の社内機関により発行されています。
メッセージが S/MIMEスキャンを通過すると、抽出されるデータには 3つの項目が含まれます。
[

{

'issuer': 'CN=Auth,O=Example\, Inc.',

'signer': ['alice@example.com', 'al@private.example.com']

},

{

'issuer': 'CN=Auth,O=Example\, Inc.',

'signer': ['alice@example.com', 'al@private.example.com']

},

{

'issuer': 'CN=Auth,O=Example\, Inc.',

'signer': ['bob@example.com', 'bob@private.example.com']

}

]

$CertificateSigners変数は次のように拡張されます。

"alice@example.com, al@private.example.com, bob@example.com, bob@private.example.com"

例 1

次の例では、証明書発行者が米国にいる場合、新しいヘッダーが挿入されます。

Issuer: if signed-certificate("issuer") == "(?i)C=US" {

insert-header("X-Test", "US issuer");

}

次の例では、署名者のドメインが example.comでない場合、管理者に通知されます。
NotOurSigners: if signed-certificate("signer") AND

signed-certificate("signer") != "example\\.com$" {

notify("admin@example.com");

}

次の例では、メッセージに X.509証明書がある場合、ヘッダーが追加されます。
AnyX509: if signed-certificate ("issuer") {

insert-header("X-Test", "X.509 present");

}
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次の例では、メッセージの証明書に署名者がない場合、ヘッダーが追加されます。

NoSigner: if not signed-certificate ("signer") {

insert-header("X-Test", "Old X.509?");

}

ヘッダー繰り返し回数ルール

ヘッダー繰り返し回数ルールは、任意の時点で次の条件のメッセージが指定された数だけ検出さ

れると、trueと判断します。

•過去 1時間以内に同じ件名のものが検出された。

•過去 1時間以内に同じエンベロープ送信者からのものが検出された。

このルールを使用することで、大量送信メールを検出できます。たとえば、特定のWebサイトで
行われる政治キャンペーンで、組織に大量の電子メールが送信されることがあります。アンチス

パムエンジンはこのような電子メールを正常なメールとして扱い、電子メールの配信は停止され

ません。

このルールの構文は header-repeats (<target>, <threshold> [, <direction>])です。各項目の意味は次の
とおりです。

• <target>には subjectまたは mail-fromを指定します。AsyncOSはターゲットの値の繰り返し
回数をカウントします。

• <threshold>は、過去1時間に受信した、指定した targetに同じ値を持つメッセージの数です。
この数を超えると、ルールは trueと評価されます。

• <direction>は incoming、outgoing、またはこの両方です。このルールで directionが指定され
ていない場合、着信メッセージと発信メッセージがルール評価対象としてカウントされま

す。

ヘッダー繰り返し回数ルールが trueと評価されるたびに、システムアラートが送信されます。シ
ステムアラート, （1017ページ）を参照。

ヘッダーフィールドにカンマまたはセミコロンで区切られた値が含まれている場合、ルール

は完全な文字列をトラッキング対象とみなします。このルールでは、件名ヘッダーが空白の

メッセージは無視されます。

（注）

ヘッダー繰り返し回数ルールは、変化するメッセージの合計数を 1分単位の精度で維持します。
このため、設定されているしきい値に達してからこのルールがトリガーされるまでに、1分の遅
れが生じることがあります。
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ヘッダー繰り返し回数ルールとその他のルールの併用

ヘッダー繰り返し回数ルールとその他のルールを組み合わせて使用するには、AND演算子または
OR演算子を使用します。たとえば、メッセージのサブセットをホワイトリストに追加するには、
次のフィルタを使用します。

F1: if (recv_listener == 'Gray') AND (header-repeats('subject', X, 'incoming') { drop();}

ANDまたはOR演算子を使用してヘッダー繰り返し回数ルールとその他のルールを組み合わせて
使用する場合は、ヘッダー繰り返し回数ルールが必要な場合にだけ最後に評価されます。特定の

メッセージに対してヘッダー繰り返し回数ルールが評価されない場合、subjectまたはmail-fromは
指定されたしきい値との比較対象としてカウントされません。

ヘッダー繰り返し回数ルールは必要な場合に限り最後に評価されるため、OR演算子で他のルール
と組み合わせて使用される場合はこのルールの動作は異なります。次のフィルタの例では、OR演
算子を使用して署名付きルールとヘッダー繰り返し回数ルールが組み合わせられています。

f1: if signed OR (header-repeats('subject', 10)) { drop();}

この例では、このフィルタで処理される最初の 9件のメッセージが同じ件名の署名付きメッセー
ジである場合、ヘッダー繰り返し回数ルールはこれらのメッセージを処理しません。10番目の
メッセージが、9番目までのメッセージと同じ件名ヘッダーの未署名メッセージである場合、し
きい値に達していても、フィルタは設定されたアクションを実行します。

例

次の例では、任意の時点で、フィルタが過去 1時間において同じ件名の着信メッセージを X件以
上検出した場合に、それ以降受信する同じ件名のメッセージが、ポリシー隔離に送信されます。

f1 : if header-repeats('subject', X, 'incoming') { quarantine('Policy');}

次の例では、フィルタが任意の時点で、過去 1時間において同じエンベロープ送信者からの発信
メッセージを X件以上検出した場合に、それ以降同じエンベロープ送信者から送信されるメッ
セージがドロップされ、破棄されます。

f2 : if header-repeats('mail-from', X, 'outgoing') {drop();}

次の例では、フィルタが任意の時点で、過去 1時間において同じ件名の着信メッセージまたは発
信メッセージを X件以上検出した場合に、それ以降同じ件名を持つすべてのメッセージが管理者
に通知されます。

f3: if header-repeats('subject', X) {notify('admin@xyz.com');}

URL レピュテーションルール
URLレピュテーションルールでは、メッセージに含まれている URLのレピュテーションスコア
に基づいてメッセージアクションを定義します。重要な詳細については、のURLレピュテーショ

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
204

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

メッセージフィルタルールの説明と例



ンまたは URLカテゴリによるフィルタリング：条件およびルール, （436ページ）を参照してく
ださい。悪意のある URLまたは望ましくない URLからの保護, （427ページ）

このルールの各部分は次のとおりです。

• msg_filter_nameはこのメッセージフィルタの名前です。

• whitelistは、（urllistconfigコマンドを使用して）定義されているURLリストの名前です。
ホワイトリストの指定は任意です。

レピュテーションサービスからスコアが提供される場合にアクションを実行するには

url-reputationルールを使用します。

url-reputationルールを使用する場合のフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

{<action>}

ここで、

• min_scoreおよび max_scoreは、アクション適用範囲の最小スコアと最大スコアです。指定す

る値は範囲に含まれます。

最小スコアと最大スコアは -10.0から 10.0までの範囲内の数値でなければなりません。

•

レピュテーションサービスからスコアが提供されない場合にアクションを実行するには

url-no-reputationルールを使用します。

url-no-reputationルールを使用する場合のフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

{<action>}

URL カテゴリルール
メッセージに含まれているURLのカテゴリに基づいてメッセージアクションを定義するときに、
URLカテゴリを使用します。重要な詳細については、悪意のある URLまたは望ましくない URL
からの保護,（427ページ）のURLレピュテーションまたはURLカテゴリによるフィルタリング：
条件およびルール, （436ページ）を参照してください。

url-categoryルールを使用する場合のフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>: if url-category ([‘<category-name1>’,’<category-name2>’,...,

‘<category-name3>’],’<url_white_list>’,'<include_attachments>')

<action>

ここで、

• msg_filter_nameはこのメッセージフィルタの名前です。
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• actionはメッセージフィルタアクションです。

• category-nameは URLカテゴリです。複数のカテゴリを指定する場合は、各カテゴリをカン
マで区切ります。正しいカテゴリ名を確認するには、コンテンツフィルタの URLカテゴリ
条件またはアクションを確認してください。カテゴリの説明と例については、URLカテゴリ
について, （445ページ）を参照してください。

• url_white_listは、（urllistconfigコマンドを使用して）定義されている URLリストの名前
です。

•メッセージ添付ファイル内の悪意のあるURLをスキャンするには include_attachmentsを実

行します。値「1」はメッセージ添付ファイルのURLスキャンが有効であり、値「0」はメッ
セージ添付ファイルの URLスキャンが有効でないことを示します。

破損した添付ファイルルール

破損した添付ファイルルールは、破損している添付ファイルがメッセージに含まれている場合に

trueと評価します。破損した添付ファイルとは、スキャンエンジンがスキャンできないため破損
として識別する添付ファイルのことです。

例

次の例では、メッセージに含まれている破損した添付ファイルが検出されると、メッセージは

Policy隔離エリアに隔離されます。

quar_corrupt_attach: if (attachment-corrupt) { quarantine("Policy"); }

メッセージ言語ルール

メッセージの言語に基づいて異なるメッセージアクションを取る場合があります。たとえば、次

のような場合があります。

•ロシアにあるメッセージにロシア語で免責事項を追加します

•言語が確定できないメッセージをドロップします

メッセージ言語ルールを使用して、メッセージの件名と本文の言語に応じたメッセージアクショ

ンを取ります。

このルールでは、添付ファイルおよびヘッダーの言語は確認しません。（注）

言語の検出動作の仕組み

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージの言語を検出するのに組み込みの言
語検出エンジンを使用します。アプライアンスは、件名とメッセージ本文を抽出し、言語検出エ

ンジンに渡します。
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言語検出エンジンは、抽出されたテキスト内の各言語の確率を決定し、それをアプライアンスに

渡します。アプライアンスは、最も高い確率をもつ言語をメッセージの言語とみなします。アプ

ライアンスは、次のシナリオのいずれかで、メッセージ言語を「未定」とみなします。

•検出された言語が Cisco Eメールセキュリティアプライアンスでサポートされていない場合

•アプライアンスがメッセージの言語を検出できない場合

•言語検出エンジンに送られた抽出されたテキストの合計サイズが 50バイト未満の場合。

メッセージフィルタの構文

<msg_filter_name>: if (message-language <operator> "<language1>, <language2>,..., <language

n>") {<action>}

ここで、

• msg_filter_nameはこのメッセージフィルタの名前です。

•演算子は、==または !=です。

• languageは、このメッセージフィルタに指定するメッセージ言語の値です。Separatemultiple
entries with commas.サポートされているメッセージ言語と値のリストについては、コンテン
ツフィルタのメッセージ言語の条件を参照してください。値は、角かっこ（[ ]）で囲まれて
います。

• actionはメッセージフィルタアクションです。

例

次の例では、言語が特定できなかったメッセージをドロップする方法を示しています。

DropMessagesWithUndeterminedLanguage: if (message-language == "unknown") { drop(); }

次の例では、ロシア語のメッセージにロシア語の免責事項を追加する方法を示しています。

ussianDisclaimerRule: if (message-language == "ru") { add-heading("RussianDisclaimer");

マクロ検出ルール

マクロ検出ルールを使用すると、メッセージに添付されたマクロが有効な添付ファイルを、指定

したファイルタイプについて検出できます。

アーカイブまたは埋め込みファイルにマクロが含まれている場合、親ファイルはメッセージか

らドロップされます。

（注）

マクロ検出構文

<msg_filter_name>: if (macro-detection-rule (['file_type-1',

'file_type-2',...,’file_type-n'])) {<action>}
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ここで、

• msg_filter_nameはこのメッセージフィルタの名前です。

• file_typeには、次のサポートされているファイルタイプのいずれかを指定できます。

◦ Adobe Portable Document Format

◦ Microsoft Office のファイル

◦ OLE ファイル タイプ

• actionはメッセージフィルタアクションです。

例

次の例は、マクロが有効なMicrosoft Office添付ファイルを含むメッセージをドロップする方法を
示しています。

Drop_Messages_With_Macro-enabled_Office_Files: if (macro-detection-rule (['Microsoft Office

Files'])) { drop(); }

次の例では、マクロが有効な PDF形式の添付ファイルを含むメッセージが特定のユーザに送信さ
れると、そのメッセージはドロップされます。

Strip_Macro_enabled_PDF: if (rcpt-to == "joe@example.com") {

drop-macro-enabled-attachments(['Adobe Portable Document Format']); }

偽造メールの検出ルール

偽造された送信者アドレス（From:ヘッダー）を持つ不正なメッセージを検出し、そのようなメッ
セージに対してアクションを取ることが必要になる場合があります。

そのようなメッセージを検出するには、forged-email-detectionルールを使用します。このルールを
設定する際には、コンテンツディクショナリと、メッセージに偽造の可能性があると見なすため

のしきい値（1～ 100）を指定する必要があります。

forged-email-detectionルールは、From:ヘッダーをコンテンツディクショナリ内のユーザと比較し
ます。このプロセス中に、類似により、アプライアンスは辞書内の各ユーザに類似性スコアを割

り当てます。次に例を示します。

• From:ヘッダーが <j0hn.sim0ns@example.com>で、コンテンツ辞書に「John Simons」が含ま
れている場合、このユーザに 82の類似性スコアが割り当てられます。

• From:ヘッダーが<john.simons@diff-example.com>で、コンテンツ辞書に「John Simons」が含
まれている場合、このユーザに 100の類似性スコアが割り当てられます。

類似性スコアが高くなればなるほど、メッセージが偽装されている確立が高くなります。類似性

スコアが指定したしきい値以上の場合は、フィルタアクションがトリガーされます。

詳細については、偽装メールの検出, （628ページ）を参照してください。
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メッセージフィルタの構文

<filter_name>: if (forged-email-detection(“<content_dictionary>”, threshold)) {<action>;}

ここで、

• filter_nameはメッセージフィルタの名前です

• content_dictionaryはコンテンツディクショナリの名前です

• thresholdは、メッセージに偽造の可能性があるとみなすためのしきい値（1～ 100）です

例

次のメッセージフィルタは、メッセージ内の From:ヘッダーをディクショナリ内の用語と比較し
ます。コンテンツディクショナリ内のユーザの類似性スコアが70以上である場合、このメッセー
ジフィルタは From:ヘッダーを削除し、エンベロープ送信者に置き換えます。

FED_CF: if (forged-email-detection("Execs", 70)) { fed("from", ""); }

重複境界検証ルール

duplicate_boundariesルールを使用すると、重複するMIME境界が含まれるメッセージを検出でき
ます。

添付ファイルベースのルール（attachment-containsなど）またはアクション
（drop-attachments-where-containsなど）は形式異常のメッセージ（重複するMIME境界を含
む）では動作しません。

（注）

メッセージフィルタの構文

<filter_name>: if (duplicate_boundaries){<action>;}

例

次のメッセージフィルタは、重複するMIME境界が含まれるすべてのメッセージを隔離します。

DuplicateBoundaries: if (duplicate_boundaries) { quarantine("Policy"); }

不正な形式の MIME ヘッダー検出ルール
不正形式ヘッダールールを使用して、不正な形式のMIMEヘッダーを含むメッセージを検出でき
ます。

メッセージフィルタの構文

<filter_name>: if (malformed-header){<action>;}
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例

次の例では、不正な形式のMIMEヘッダーがあるすべてのメッセージを隔離する方法を示してい
ます。

quarantine_malformed_headers: if (malformed-header)
{
quarantine("Policy");
}

地理位置情報ルール

地理位置情報規則を使用すると、選択した特定の国からの着信または発信メッセージを処理でき

ます。

地理位置情報構文

<msg_filter_name>: if (geolocation-rule (['country_name-1', 'country_name-2',...
,’country_name-n'])) {<action>}

ここで、

• msg_filter_nameはこのメッセージフィルタの名前です。

• country_nameは選択した国の名前です。

• actionはメッセージフィルタアクションです。

例

次の例は、Country1と Country2から受信したメッセージを検疫する方法を示します。
Quarantine_Incoming_Messages_from_Country1_and_Country2: if (geolocation-rule
(['Country1', 'Country2'])) {quarantine("Policy");}

メッセージフィルタアクション
メッセージフィルタの目的は、選択されたメッセージに対してアクションを実行することです。

アクションには、次の 2つのタイプがあります。

•最終アクション（deliver、drop、bounceなど）はメッセージの処理を終了し、後続のフィル
タによるさらなる処理を許可しません。

•非最終アクションは、メッセージをさらに処理することを許可するアクションを実行しま
す。

非最終メッセージフィルタアクションは、累積的です。各フィルタが異なるアクションを指

定する複数のフィルタにメッセージが一致する場合、すべてのアクションが累積され、適用さ

れます。ただし、同じアクションを指定する複数のフィルタにメッセージが一致する場合、前

のアクションが上書きされ、最後のフィルタアクションが適用されます。

（注）
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フィルタアクション一覧表

メッセージフィルタは、電子メールメッセージに対し、次の表に示すアクションを適用すること

ができます。

表 23：メッセージフィルタアクション

説明構文操作

メッセージの送信に使用する送信元ホ

スト名と IPインターフェイス（Virtual
Gatewayアドレス）を変更します。送
信元ホスト（VirtualGatewayアドレス）
変更アクション,（238ページ）を参照
してください。

alt-src-host送信元ホストの変

更

メッセージの受信者を変更します。受

信者変更アクション,（236ページ）を
参照してください。

alt-rcpt-to受信者の変更

メッセージの送信先メールホストを変

更します。配信ホスト変更アクション,
（237ページ）を参照してください。

alt-mailhostメールホストの変

更

メッセージに関する報告を別の受信者

に送信します。通知およびコピー通知

アクション,（231ページ）を参照して
ください。

notify通知

notifyアクションと同様ですが、
bcc-scanアクションのようにコピーを
送信します。通知およびコピー通知ア

クション,（231ページ）を参照してく
ださい。

notify-copyコピーの通知

メッセージをコピーし（メッセージレ

プリケーション）、このコピーを匿名

で別の受信者に送信します。ブライン

ドカーボンコピーアクション, （234
ページ）を参照してください。

bccBCC
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説明構文操作

メッセージを秘密で他の受信者に送信

し、そのメッセージを新しいメッセー

ジであるかのようにワークキューで処

理します。ブラインドカーボンコピー

アクション,（234ページ）を参照して
ください。

bcc-scanBCC（スキャン処
理あり）

メッセージを mbox形式のファイルに
アーカイブします。アーカイブアク

ション,（238ページ）を参照してくだ
さい。

archiveアーカイブ

（Archive）

quarantine_nameで指定した隔離エリア
にメッセージを送信するようフラグを

設定します。隔離および複製アクショ

ン, （235ページ）を参照してくださ
い。

quarantine
(quarantine_name検疫（Quarantine）

指定された隔離エリアにメッセージの

コピーを送信します。隔離および複製

アクション,（235ページ）を参照して
ください。

duplicate-quarantine
(quarantine_name複製（隔離）

メッセージの配信前に、指定したヘッ

ダーをメッセージから削除します。

ヘッダー削除アクション, （239ペー
ジ）を参照してください。

strip-headerヘッダーの削除

メッセージの配信前に、ヘッダーと値

の対をメッセージに挿入します。ヘッ

ダー挿入アクション,（239ページ）を
参照してください。

insert-headerヘッダーの挿入

指定したヘッダーテキストを、フィル

タ条件として指定した文字列に置き換

えます。ヘッダーテキスト編集アク

ション,（240ページ）を参照してくだ
さい。

edit-header-textヘッダーテキスト

の編集
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説明構文操作

メッセージ本文から正規表現に一致す

る部分を削除し、指定したテキストに

置き換えます。このフィルタは、メッ

セージ本文内のURLなどの特定のコン
テンツを削除および置換する場合に使

用できます。本文編集アクション, （
241ページ）を参照してください。

edit-body-text()本文の編集

メッセージ本文からHTMLタグを削除
し、メッセージのプレーンテキスト部

分を残します。このフィルタは、メッ

セージ内のすべてのHTMLテキストを
プレーンテキストに変換する場合に使

用します。HTML変換アクション, （
241ページ）.

html-convert()HTMLの変換

特定のバウンスプロファイルをメッ

セージに割り当てます。バウンスプロ

ファイルアクション,（242ページ）を
参照してください。

bounce-profileバウンスプロファ

イルの割り当て

Ciscoシステムのアンチスパムシステ
ムがメッセージに適用されないように

します。アンチスパムシステムのバイ

パスアクション,（242ページ）を参照
してください。

skip-spamcheckアンチスパムシス

テムのバイパス

マーケティングメールに対するアク

ションのバイパス。グレイメールアク

ションのバイパス,（243ページ）を参
照してください。

skip-marketingcheckグレイメールアク

ションのバイパス

ソーシャルネットワークメールに対す

るアクションのバイパス。グレイメー

ルアクションのバイパス, （243ペー
ジ）を参照してください。

skip-socialcheck

バルクメールに対するアクションのバ

イパス。グレイメールアクションのバ

イパス,（243ページ）を参照してくだ
さい。

skip-bulkcheck

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
213

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

フィルタアクション一覧表



説明構文操作

Ciscoシステムのアンチウイルスシス
テムがメッセージに適用されないよう

にします。アンチウイルスシステムの

バイパスアクション,（243ページ）を
参照してください。

skip-viruscheckアンチウイルスシ

ステムのバイパス

このメッセージにファイルレピュテー

ションフィルタリングおよびファイル

分析が適用されていないことを確認し

ます。ファイルレピュテーションフィ

ルタリングおよびファイル分析システ

ムのバイパスアクション, （244ペー
ジ）を参照してください。

skip-ampcheckファイルレピュ

テーションフィル

タリングおよび

ファイル分析のバ

イパス

このメッセージがウイルスアウトブレ

イクフィルタでスキャニング処理され

ないようにします。アンチウイルスシ

ステムのバイパスアクション, （243
ページ）を参照してください。

skip-vofcheckウイルスアウトブ

レイクフィルタの

スキャニング処理

のスキップ

メッセージの添付ファイルのうち、指

定した正規表現と一致する名前のファ

イルをすべてドロップします。アーカ

イブ形式の添付ファイル（zip、tar）内
に該当するファイルがある場合、この

添付ファイルはドロップされます。添

付ファイルのスキャンメッセージフィ

ルタの例,（257ページ）を参照してく
ださい。

drop-attachments-by-name添付ファイルのド

ロップ（名前別）

メッセージの添付ファイルのうち、指

定したMIMEタイプまたはファイル拡
張子に該当するMIMEタイプのファイ
ルをすべてドロップします。アーカイ

ブ形式の添付ファイル（zip、tar）内に
該当するファイルがある場合、この添

付ファイルはドロップされます。添付

ファイルのスキャンメッセージフィル

タの例,（257ページ）を参照してくだ
さい。

drop-attachments-by-type添付ファイルのド

ロップ（タイプ

別）

drop-attachments-by-filetype
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説明構文操作

添付ファイルのド

ロップ（ファイル

タイプ別）

メッセージの添付ファイルのうち、指

定したファイルの「フィンガープリン

ト」と一致するファイルをすべてド

ロップします。アーカイブ形式の添付

ファイル（zip、tar）内に該当するファ
イルがある場合、この添付ファイルは

ドロップされます。詳細については、

添付ファイルのスキャンメッセージ

フィルタの例,（257ページ）を参照し
てください。

メッセージの添付ファイルのうち、特

定のMIMEタイプのファイルをすべて
ドロップします。このアクションでは

ファイル拡張子によるMIMEタイプの
判別は行われず、アーカイブの内容の

確認もされません。添付ファイルのス

キャンメッセージフィルタの例,（257
ページ）を参照してください。

drop-attachments-by-mimetype添付ファイルのド

ロップ（MIMEタ
イプ別）

メッセージの添付ファイルのうち、

ローエンコード形式で指定したサイズ

（バイト単位）以上のサイズである

ファイルをすべてドロップします。

アーカイブや圧縮ファイルの場合、こ

のアクションでは非圧縮状態でのサイ

ズは計測されず、デコードを行う前の

実際の添付ファイルのサイズが計測さ

れます。添付ファイルのスキャンメッ

セージフィルタの例,（257ページ）を
参照してください。

drop-attachments-by-size添付ファイルのド

ロップ（サイズ

別）

drop-attachments-where-contains添付ファイルのド

ロップ（内容別）
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説明構文操作

メッセージの添付ファイルのうち、指

定した正規表現を含むファイルをすべ

てドロップします。パターンの発生回

数が、しきい値で指定した最小回数以

上である必要があります。アーカイブ

ファイル（zip、tar）は、中に含まれて
いるファイルのいずれかが正規表現と

一致する場合にドロップされます。添

付ファイルのスキャンメッセージフィ

ルタの例,（257ページ）を参照してく
ださい。

オプションコメントは、ドロップされ

た添付ファイルの置換に使用されるテ

キストを変更します。添付ファイルの

フッターは、単純にメッセージに追加

されるだけです。

drop-macro-enabled-attachmentsマクロが含まれる

添付ファイルのド

ロップ
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説明構文操作

指定したファイルタイプのマクロが有

効になった添付ファイルをすべてド

ロップします。

アーカイブまたは埋め込み

ファイルにマクロが含まれて

いる場合、親ファイルはメッ

セージからドロップされま

す。

（注）

構文

drop-macro-enabled-attachments

([‘file_type-1', 'file_type-2',

…,'file_type-n'],

“custom_replacement_message”)

ここで、

• file_typeには、次のサポートさ
れているファイルタイプのいずれ

かを指定できます。

◦ Adobe Portable Document

Format

◦ Microsoft Office のファイル

◦ OLE ファイル タイプ

•カスタム差し替えメッセージと
は、添付ファイルが削除されると

きはメッセージ本文の一番下に既

定のシステム生成メッセージが追

加されますが、それに代わって追

加される任意のメッセージです。

参照先：マクロ検出ルール,（207ペー
ジ）

drop-attachments-where-dictionary-match添付ファイルのド

ロップ（辞書との

一致別）
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説明構文操作

辞書の用語との一致に基づいて添付

ファイルを削除します。添付ファイル

であると判断されるMIME部分の用語
が辞書の用語と一致する場合（かつ、

ユーザ定義のしきい値に達している場

合）、添付ファイルが電子メールから

削除されます。添付ファイルのスキャ

ンメッセージフィルタの例,（257ペー
ジ）を参照してください。

メッセージのフッターとして免責条項

を追加します。詳細については、「テ

キストリソース」の章の「メッセージ

免責事項スタンプ」を参照してくださ

い。

add-footer(footer-name)フッターの追加

メッセージの見出しとして免責条項を

追加します。詳細については、「テキ

ストリソース」の章の「メッセージ免

責事項スタンプ」を参照してくださ

い。

add-heading(heading-name)見出しの追加

配信時にメッセージを暗号化します。

メッセージはそのまま次の処理に進

み、すべての処理が完了した時点で暗

号化され、配信されます。

encrypt-deferred配信時の暗号化

配信時に、指定された送信プロファイ

ルを使用して、メッセージの S/MIME
署名または暗号化を実行します配信時

の S/MIME署名/暗号化アクション, （
231ページ）を参照してください。

smime-gateway-deferred
(“sending_profile”)配信時の S/MIME

署名/暗号化

指定された送信プロファイルを使用し

て S/MIME署名または暗号化を実行し
てメッセージを配信し、その後の処理

はスキップします。S/MIME署名また
は暗号化アクション,（231ページ）を
参照してください。

smime-gateway(“sending_profile”)S/MIME署名/暗号
化

tag-message(tag-name)メッセージタグの

追加
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説明構文操作

DLPポリシーフィルタリングで使用す
るカスタム用語をメッセージに追加し

ます。DLPポリシーを設定して、ス
キャン対象をメッセージタグがある

メッセージに限定することができま

す。メッセージタグは受信者側では表

示されません。メッセージタグ追加ア

クション,（245ページ）と「データ消
失防止」の章を参照してください。

カスタマイズしたテキストを、テキス

トメールログに INFOレベルで追加し
ます。このテキストにはアクション変

数を使用することができます。ログエ

ントリはメッセージトラッキングに表

示されます。ログエントリ追加アク

ション,（245ページ）を参照してくだ
さい。

log-entryログエントリの追

加

URLまたはその動作を URLのレピュ
テーションに基づいて変更します。

レピュテーションサービスから URL
のスコアが提供されない状況を処理す

るには、個別のアクションを使用しま

す。

URLレピュテーションアクション, （
245ページ）を参照してください。

• url-reputation-replace

• url-no-reputation-replace

URLレピュテー
ションに基づき

URLをテキストに
置換

• url-reputation-defang

• url-no-reputation-defang

URLレピュテー
ションに基づき

URLの危険を取り
除く

• url-reputation-proxy-redirect

• url-no-reputation-proxy-redirect

URLレピュテー
ションに基づいて

シスコのセキュリ

ティプロキシに

URLをリダイレク
ト
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説明構文操作

URLまたはその動作を URLのカテゴ
リに基づいて変更します。

URLカテゴリアクション, （247ペー
ジ）を参照してください。

url-category-replaceURLカテゴリに基
づき URLをテキ
ストに置換

url-category-defangURLカテゴリに基
づき URLの危険
を取り除く

url-category-proxy-redirectURLカテゴリに基
づき Ciscoセキュ
リティプロキシに

URLをリダイレク
トする

偽装されたメッセージから From:ヘッ
ダーを削除し、エンベロープ送信者で

置き換えます。偽造メールの検出アク

ション,（249ページ）を参照してくだ
さい。

fed偽装メールの検出

操作は実行されません。オペレーショ

ンなし,（249ページ）を参照してくだ
さい。

no-opオペレーションな

し

メッセージに対して他のメッセージ

フィルタによる処理は行われず、メッ

セージは電子メールパイプラインをそ

のまま通過します。「残りのメッセー

ジフィルタをスキップ」アクション,
（229ページ）を参照してください。

skip-filters*残りのメッセー
ジフィルタをス

キップ

メッセージをドロップし、廃棄しま

す。ドロップアクション, （230ペー
ジ）を参照してください。

drop*メッセージのド
ロップ

メッセージを送信者に戻します。バウ

ンスアクション,（230ページ）を参照
してください。

bounce*メッセージのバ
ウンス

Cisco Email Encryptionを使用して、送
信メッセージを暗号化します。暗号化

アクション,（230ページ）を参照して
ください。

encrypt*すぐに暗号化し
て配信
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説明構文操作

*最終アクション

添付ファイルグループ

特定のファイルタイプ（「exe」など）や一般的な添付ファイルのグループをattachment-filetype

ルールや drop-attachments-by-filetype rulesルールで指定できます。AsyncOSは添付ファイル
を以下の表に記載されているグループに分類します。

特定のファイルタイプの添付ファイルを含まないメッセージと照合させる !=演算子を使うメッ

セージフィルタを作成する場合は、フィルタで除外するファイルタイプの添付ファイルが少なく

とも 1つあると、フィルタはメッセージへのアクションを実行しません。たとえば、次のフィル
タは .exeファイルタイプではない添付ファイルを含むメッセージをドロップします。

exe_check: if (attachment-filetype != "exe") {

drop();

}

メッセージに複数の添付ファイルがある場合、Eメールセキュリティアプライアンスは他の添付
ファイルが .exeファイルでない場合でも、添付ファイルの少なくとも 1つが .exeファイルの場合

はメッセージをドロップしません。

表 24：添付ファイルグループ

スキャン対象のファイルタイプ添付ファイルグループ

名

• doc

• docx

• mdb

• mpp

• ole

• pdf

• ppt

• pptx

• rtf

• wps

• x-wmf

• xls

• xlsx

マニュアル
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スキャン対象のファイルタイプ添付ファイルグループ

名

• exe

• java

• msi

• pif

Executableグループをフィルタリングすると、.dllファイルと
.scrファイルもスキャンされます。これらのファイルタイプ
は個別にスキャンできません。

（注）

実行可能ファイル

• ace（ACEアーカイバ圧縮ファイル）

• arc（SQUASH圧縮アーカイブ）

• arj（Robert Jung ARJ圧縮アーカイブ）

• binhex

• bz（Bzip圧縮ファイル）

• bz2（Bzip圧縮ファイル）

• cab（Microsoftキャビネットファイル）

• gzip*（圧縮ファイル - UNIX gzip）

• lha（圧縮アーカイブ [LHA/LHARC/LZH]）

• rar（圧縮アーカイブ）

• sit（圧縮アーカイブ - Macintoshファイル [Stuffit]）

• tar*（圧縮アーカイブ）

• unix（UNIX圧縮アーカイブ）

• zip*（圧縮アーカイブ - Windows）

• zoo（ZOO圧縮アーカイブファイル）

*これらのファイルは「本文スキャン」の対象にすることができます。

圧縮

• txt

• html

• xml

テキスト（Text）
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スキャン対象のファイルタイプ添付ファイルグループ

名

• bmp

• cur

• gif

• ico

• jpeg

• pcx

• png

• psd

• psp

• tga

• tiff

画像

• aac

• aiff

• asf

• avi

• flash

• midi

• mov

• mp3

• mpeg

• ogg

• ram

• snd

• wav

• wma

• wmv

メディア
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アクション変数

bcc()、bcc-scan()、notify()、notify-copy()、add-footer()、add-heading()、insert-headers()の各アクショ
ンには、アクションの実行時に元のメッセージの情報に自動的に置き換えられる所定の変数を使

用しているパラメータがあります。これらの特殊な変数はアクション変数と呼ばれます。 Cisco
アプライアンスでは次のアクション変数がサポートされています。
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表 25：メッセージフィルタアクション変数

説明構文変数

メッセージのヘッダーを返しま

す。
$AllHeadersすべてのヘッダー（All

Headers）

メッセージのサイズをバイト単

位で返します。
$BodySize本文サイズ（Body Size）

署名付き証明書の

subjectAltName要素から取得し
た署名者を返します。詳細につ

いては、$CertificateSignersアク
ション変数, （201ページ）を
参照してください。

$CertificateSigners証明書の署名者（Certificate
Signers）

現在の日付をMM/DD/YYYY形
式で返します。

$Date日付（Date）

直近にドロップされたファイル

名のみを返します。
$dropped_filenameドロップされたファイル名

（Dropped File Name）

ドロップされたファイルのリス

トを表示します（$filenamesと
同様です）。

$dropped_filenamesドロップされたファイル名

（Dropped File Names）

ドロップされたファイルのタイ

プを表示します（$filetypesと
同様です）。

$dropped_filetypesドロップされたファイルタイ

プ（Dropped File Types）

メッセージのエンベロープ送信

者（Envelope From、<MAIL
FROM>）を返します。

$EnvelopeFromエンベロープ送信者

メッセージのすべてのエンベ

ロープ受信者（Envelope To、
<RCPT TO>）を返します。

$EnvelopeRecipientsエンベロープ受信者（Envelope
Recipients）

メッセージの添付ファイルの名

前のリストをカンマ区切りで返

します。

$filenamesファイル名（File Names）

メッセージの添付ファイルのサ

イズのリストをカンマ区切りで

返します。

$filesizesファイルサイズ（File Sizes）
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説明構文変数

ファイルタイプ（File Types） メッセージの添付ファイルのタ

イプのリストをカンマ区切りで

返します。

$filetypes

処理中のフィルタの名前を返し

ます。
$FilterNameフィルタ名（Filter Name）

メッセージの Received:行に表
示される現在の日時を GMT形
式で返します。

$GMTimeStampGMT日時（GMTimeStamp）

メッセージの送信時に送信者が

属していた送信者グループの名

前を返します。送信者グループ

に名前がない場合は、文字列

「>Unknown<」が挿入されま
す。

$GroupHATグループ名（HAT Group
Name）

スキャンフィルタルール

（body-containsなどのフィルタ
ルールやコンテンツディクショ

ナリを含む）をトリガーした内

容を返します。

$MatchedContent一致した内容（Matched
Content）

メッセージの送信時に送信者に

適用された HATポリシーの名
前を返します。事前に定義され

ているポリシー名が使用されて

いない場合、文字列

「>Unknown<」が挿入されま
す。

$Policyメールフローポリシー（Mail
Flow Policy）

引用符で囲まれたヘッダーの値

を返します（元のメッセージに

該当するヘッダーがある場

合）。二重引用符が使用される

場合もあります。

$Header['string
']

ヘッダー

Ciscoアプライアンスのホスト
名を返します。

$Hostnameホストネーム

$MID内部メッセージID（Internal
Message ID）
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説明構文変数

内部でメッセージを識別するた

め使用されているメッセージ

ID（MID）を返します。
RFC822「Message-Id」の値とは
異なるため注意してください

（「Message-Id」を取得するに
は $Headerを使用します）。

メッセージを受信したリスナー

のニックネームに置き換えられ

ます。

$RecvListener受信リスナー（Receiving
Listener）

メッセージを受信したインター

フェイスのニックネームを返し

ます。

$RecvInt受信インターフェイス

（Receiving Interface）

Ciscoアプライアンスにメッ
セージを送信したシステムの

IPアドレスを返します。

$RemoteIPリモート IPアドレス（Remote
IP Address）

Ciscoアプライアンスにメッ
セージを送信したシステムのホ

スト名を返します。

$remotehostリモートホストアドレス

（Remote Host Address）

送信者のSenderBaseレピュテー
ションスコアを返します。レ

ピュテーションスコアがない

場合は「None」に置き換えられ
ます。

$ReputationSenderBaseレピュテーション
スコア

メッセージの件名を返します。$Subject
Subject

現在地の時間帯での現在時刻を

返します。
$Time時刻（Time）

メッセージの Received:行に表
示される現在の日時を現在地の

時間帯に従って返します。

$Timestamp
Timestamp
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非 ASCII 文字セットとメッセージフィルタアクション変数
このシステムでは、ISO-2022スタイル文字コード（ヘッダー値で使用されるエンコードのスタイ
ル）を含むアクション変数の拡張をサポートしています。また、通知内で多言語テキストを使用

できます。これらの内容が統合されて通知が生成され、UTF-8形式の、引用符で囲まれた印刷可
能なメッセージとして送信されます。

一致した内容の表示

AttachmentContent条件、MessageBodyまたはAttachment条件、Message本文条件、またはAttachment
内容条件と一致するメッセージに対して隔離アクションを設定した場合、隔離されたメッセージ

内の一致した内容を表示できます。メッセージ本文を表示すると、一致した内容が黄色で強調表

示されます。また、$MatchedContentアクション変数を使用して、一致した内容をメッセージの件
名に含めることができます。

メッセージフィルタまたはコンテンツフィルタのルールをトリガーしたローカル隔離内のメッ

セージを表示すると、フィルタアクションを実際にはトリガーしなかった内容が（フィルタアク

ションをトリガーした内容と共に）GUIで表示されることがあります。GUIの表示は、該当コン
テンツを特定するための目安として使用するもので、該当コンテンツの完全なリストであるとは

限りません。これは、GUIで使用される内容一致ロジックが、フィルタで使用されるものほど厳
密ではないため起こります。この問題はメッセージ本文での検索についてのみ発生します。メッ
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セージの各パート内の一致文字列をそれに対応するフィルタルールと共に一覧表示するテーブル

は正しく表示されます。

図 17：ポリシー隔離エリア内で表示された一致内容

メッセージフィルタアクションの説明と例

次のセクションでは、使用されるさまざまなメッセージフィルタアクションについて説明し、そ

の例を示します。

「残りのメッセージフィルタをスキップ」アクション

skip-filtersアクションを実行すると、メッセージフィルタによるメッセージの処理がスキップ

され、メッセージは電子メールパイプラインを通過します。アプライアンスでアンチスパムス

キャンとアンチウイルススキャンが使用できる場合、skip-filtersアクションを実行したメッ

セージはこれらのスキャンの対象となります。skip-filtersアクションは、メッセージフィルタ

のデフォルトの最終アクションです。

次のフィルタは、customercare@example.comに通知を送信し、boss@admin宛てのメッセージをた

だちに送信します。

bossFilter:
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if(rcpt-to == 'boss@admin$')

{

notify('customercare@example.com');

skip-filters();

}

ドロップアクション

dropアクションを実行すると、メッセージは送信されずに破棄されます。メッセージは送信者に

は戻されず、メッセージの本来の宛先にも送信されず、それ以外の処理も一切行われません。

次のフィルタは、まず george@whitehouse.govに通知を送信し、その後件名が「SPAM」で始まる

メッセージを破棄します。

spamFilter:

if(subject == '^SPAM.*')

{

notify('george@whitehouse.gov');

drop();

}

バウンスアクション

bounceアクションは、メッセージを送信者（エンベロープ送信者）に戻し、それ以降の処理は行

いません。

次のフィルタは、@yahoo\\.comで終わる電子メールアドレスから送信されたすべてのメッセージ

を戻します（バウンスします）。

yahooFilter:

if(mail-from == '@yahoo\\.com$')

{

bounce();

}

暗号化アクション

encryptアクションは、設定された暗号化プロファイルを使用して、電子メール受信者に暗号化さ

れたメッセージを送信します。
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次のフィルタは、メッセージの件名に[encrypt]という語句が含まれている場合に、そのメッセー

ジを暗号化します。

Encrypt_Filter:

if ( subject == '\\[encrypt\\]' )

{

encrypt('My_Encryption_Profile');

}

このフィルタアクションを使用するには、ネットワークにCisco暗号化アプライアンスがある
か、ホストキーサービスが設定されている必要があります。また、このフィルタアクション

を使用するには、暗号化プロファイルの設定が必要です。

（注）

配信時の S/MIME 署名/暗号化アクション
smime-gateway-deferredアクションでは、配信時に、指定された送信プロファイルを使用して、
メッセージの S/MIME署名または暗号化を実行しますメッセージは次の処理段階に進み、すべて
の処理が完了した時点で署名または暗号化されて、配信されます。

次のフィルタでは、配信時に、特定の送信者からのすべての発信メッセージに対して S/MIME暗
号化を実行します。

smime-deferred:if(mail-from == "user@example.com"){smime-gateway-deferred("smime-encrypt");}

S/MIME 署名または暗号化アクション
smime-gatewayアクションでは、指定された送信プロファイルを使用してS/MIME署名または暗号
化を実行してメッセージを配信し、その後の処理はスキップします。

次のフィルタでは、特定の送信者からのすべての発信メッセージに対して S/MIME暗号化を実行
して、即時に配信します。

smime-deliver-now:if(mail-from == "user@example.com"){smime-gateway("smime-sign");}

通知およびコピー通知アクション

notifyおよび notify-copyアクションは、指定した電子メールに対して、メッセージの概要を電

子メールで送信します。notify-copyアクションは、bcc-scanアクションと同様に、元のメッセー
ジのコピーも送信します。通知概要には次の内容が含まれます。

•メッセージのメール転送プロトコル対話から取得したエンベロープ送信者およびエンベロー
プ受信者（MAIL FROMおよび RCPT TO）指定の内容。

•メッセージのヘッダー。

•メッセージを検出したメッセージフィルタの名前。
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受信者、件名行、送信元アドレス、および通知テンプレートを指定できます。次のフィルタは、

サイズが 4 MBを超えるメッセージを選択し、一致するメッセージのそれぞれについて通知メッ
セージを admin@example.comに送信し、最後にメッセージを破棄します。

bigFilter:

if(body-size >= 4M)

{

notify('admin@example.com');

drop();

}

または

bigFilterCopy:

if(body-size >= 4M)

{

notify-copy('admin@example.com');

drop();

}

エンベロープ受信者パラメータとして、有効な任意の電子メールアドレス（上の例では

admin@example.com）を指定できます。また、メッセージのすべてのエンベロープ受信者を指定す

るアクション変数 $EnvelopeRecipients（アクション変数, （224ページ）を参照）を指定すること
もできます。

bigFilter:

if(body-size >= 4M)

{

notify('$EnvelopeRecipients');

drop();

}

notifyアクションでは最大で 3つのオプション引数を使用でき、件名ヘッダー、エンベロープ送
信者、通知メッセージに使用する定義済みテキストリソースを指定できます。これらのパラメー

タはこの順序で指定する必要があるため、エンベロープ送信者を設定する場合や通知テンプレー

トを指定する場合は件名を指定する必要があります。

件名パラメータにはアクション変数（アクション変数,（224ページ）を参照）を指定できます。
この変数は元のメッセージから取得したデータで置き換えられます。デフォルトでは、件名は

「Message Notification」に設定されています。

エンベロープ送信者パラメータとして、有効な任意の電子メールアドレスを指定できます。また、

メッセージのリターンパスを元のメッセージと同じに設定する $EnvelopeFromアクション変数を

指定することもできます。
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通知テンプレートパラメータは、既存の通知テンプレートの名前になります。詳細については、

通知, （257ページ）を参照してください。

次の例は前の例を拡張したものですが、件名が「[bigFilter] Message too large」となるように

変更し、リターンパスを元の送信者に設定し、「message.too.large」テンプレートを使用していま
す。

bigFilter:

if (body-size >= 4M)

{

notify('admin@example.com', '[$FilterName] Message too large',

'$EnvelopeFrom', 'message.too.large');

drop();

}

また、$MatchedContentアクション変数を使用して、送信者または管理者にコンテンツフィルタ

がトリガーされたことを通知することもできます。$MatchedContentアクション変数は、フィルタ

をトリガーしたコンテンツを表示します。たとえば、次のフィルタは、電子メールにABAアカウ
ント情報が含まれる場合に、管理者に通知します。

ABA_filter:

if (body-contains ('*aba')){

notify('admin@example.com','[$MatchedContent]Account Information Displayed');

}

Notification Template

[テキストリソース（TextResources）]ページまたは textconfigCLIコマンドを使用して、notify()

および notify-copy()アクションで使用するテキストリソースとなるカスタム通知テンプレート

を設定できます。カスタム通知テンプレートを作成しない場合、デフォルトのテンプレートが使

用されます。デフォルトのテンプレートにはメッセージヘッダーが含まれますが、デフォルトで

はカスタム通知テンプレートにはメッセージヘッダーは含まれません。カスタム通知にメッセー

ジヘッダーを含めるには、$AllHeadersアクション変数を使用します。

詳細については、「テキストリソース」の章を参照してください。

次の例では、メッセージのサイズが大きい場合に次のフィルタがトリガーされると、本来の受信

者に対して、メッセージが大きすぎることを示す電子メールが送信されます。

bigFilter:

if (body-size >= 4M)

{

notify('$EnvelopeRecipients', '[$FilterName] Message too large',

'$EnvelopeFrom', 'message.too.large');
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drop();

}

ブラインドカーボンコピーアクション

bccアクションは、メッセージの無記名コピーを、指定した受信者に送信します。この処理はメッ

セージレプリケーションとも呼ばれています。元のメッセージにはコピーに関する通知は含まれ

ず、無記名コピーが受信者にバウンスされることはないため、メッセージの元の送信者と受信者

はコピーが送信されたことを関知しない場合があります。

次のフィルタは、johnnyから sueに送信されるメッセージのそれぞれについて、ブラインドカー
ボンコピーを mom@home.orgに送信します。

momFilter:

if ((mail-from == '^johnny$') and (rcpt-to == '^sue$'))

{

bcc('mom@home.org');

}

bccアクションでは最大で3つのオプション引数を使用でき、コピーしたメッセージに使用する件
名ヘッダーとエンベロープ送信者、および alt-mailhostを指定できます。これらのパラメータはこ
の順序で指定する必要があるため、エンベロープ送信者を設定する場合は件名を指定する必要が

あります。

件名パラメータにはアクション変数（アクション変数,（224ページ）を参照）を指定できます。
この変数は元のメッセージから取得したデータで置き換えられます。デフォルトでは、元のメッ

セージの件名（$Subjectと同じ内容）が設定されます。

エンベロープ送信者パラメータとして、有効な任意の電子メールアドレスを指定できます。また、

メッセージのリターンパスを元のメッセージと同じに設定する $EnvelopeFromアクション変数を

指定することもできます。

次の例は前の例を拡張したもので、件名は「[Bcc] <original subject>」に設定され、リターンパ

スは badbounce@home.orgに設定されています。

momFilter:

if ((mail-from == '^johnny$') and (rcpt-to == '^sue$'))

{

bcc('mom@home.org', '[Bcc] $Subject', 'badbounce@home.org');

}

4番めのパラメータは alt-mailhostです。

momFilterAltM:

if ((mail-from == '^johnny$') and (rcpt-to == '^sue$'))

{
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bcc('mom@home.org', '[Bcc] $Subject', '$EnvelopeFrom',

'momaltmailserver.example.com');

}

Bcc()、notify()、bounce()の各フィルタアクションを実行すると、ネットワーク内にウイル

スが侵入する場合があります。ブラインドカーボンコピーフィルタアクションは、元のメッ

セージの完全なコピーであるメッセージを新規作成します。通知フィルタアクションは、元

のメッセージのヘッダーを含むメッセージを新規作成します。まれにではありますが、ヘッ

ダーにウイルスが含まれている場合があります。バウンスフィルタアクションは、元のメッ

セージの最初の 10キロバイトを含むメッセージを新規作成します。3つのうちいずれの場合
についても、新しいメッセージはアンチウイルススキャンやアンチスパムスキャンの処理対

象とはなりません。

注意

複数のホストに送信する場合は、bcc()アクションを複数回呼び出すことができます。

multiplealthosts:

if (recv-listener == "IncomingMail")

{

insert-header('X-ORIGINAL-IP', '$remote_ip');

bcc ('$EnvelopeRecipients', '$Subject', '$EnvelopeFrom', '10.2.3.4');

bcc ('$EnvelopeRecipients', '$Subject', '$EnvelopeFrom', '10.2.3.5');

bcc ('$EnvelopeRecipients', '$Subject', '$EnvelopeFrom', '10.2.3.6');

}

bcc-scan() アクション

bcc-scanアクションはbccアクションと同様に機能しますが、送信されるメッセージは新しいメッ
セージとして扱われるため、電子メールパイプライン全体を経由して送信されます。

momFilter:

if ((mail-from == '^johnny$') and (rcpt-to == '^sue$'))

{

bcc-scan('mom@home.org');

}

隔離および複製アクション

quarantine(‘quarantine_name’)アクションは、隔離エリアと呼ばれるキューに入れるメッセージ

にフラグを設定します。隔離についての詳細については、「隔離」の章を参照してください。

duplicate-quarantine ( ‘quarantine_name’)アクションを実行すると、メッセージのコピーが指
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定されている隔離エリアにただちに配置されます。隔離エリア名の大文字と小文字は区別されま

す。

隔離フラグの付けられたメッセージは、電子メールパイプラインの残りの処理を継続します。

メッセージがパイプラインの末尾に到達すると、メッセージに 1つ以上の隔離に関するフラグが
設定されていれば、該当するキューに入ります。それ以外の場合は配信されます。メッセージが

パイプラインの末尾に到達しなければ、隔離エリアには配置されません。

したがって、メッセージフィルタに quarantine()アクションがあり、その後に bounce()または

drop()アクションが続く場合、最後のアクションによりメッセージはパイプラインの末尾に到達

しないため、メッセージは隔離エリアに配置されません。メッセージフィルタに隔離アクション

が含まれる場合も同様ですが、メッセージはアンチスパムまたはアンチウイルススキャン、また

はコンテンツフィルタによりドロップされます。skip-filters()アクションによりメッセージは

残りのメッセージフィルタをとばしますが、コンテンツフィルタが適用される場合があります。

たとえば、メッセージフィルタがメッセージに隔離フラグを設定し、同時に最後のskip-filters()

アクションも設定している場合、電子メールパイプラインの他のアクションによりメッセージが

ドロップされる場合を除き、メッセージは残りのメッセージフィルタをすべてスキップした上で

隔離されます。

次の例では、メッセージに「secret_word」という辞書にあるいずれかの単語が含まれていると、
そのメッセージは Policy隔離エリアに送信されます。

quarantine_codenames:

if (dictionary-match ('secret_words'))

{

quarantine('Policy');

}

次の例では、ある会社に .mp3ファイル形式の添付ファイルをすべてドロップする公式ポリシーが
あるものと仮定しています。受信メッセージに .mp3形式の添付ファイルがある場合、この添付
ファイルは削除され、残りのメッセージ（本文と他の添付ファイル）は本来の受信者に送信され

ます。元のメッセージにすべての添付ファイルが添付されているコピーが隔離（Policy隔離エリ
アに送信）されます。ブロックされた添付ファイルを受信する必要がある場合、本来の受信者は

メッセージを隔離エリアからリリースするよう要求することができます。

strip_all_mp3s:

if (attachment-filename == '(?i)\\.mp3$') {

duplicate-quarantine('Policy');

drop-attachments-by-name('(?i)\\.mp3$');

}

受信者変更アクション

alt-rcpt-toアクションは、メッセージの配信時にメッセージのすべての受信者を指定した受信者

に変更します。
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次のフィルタは、エンベロープ受信者のアドレスに .freelist.comが含まれているすべてのメッ

セージを送信し、そのメッセージのすべての受信者を system-lists@myhost.comに変更します。

freelistFilter:

if(rcpt-to == '\\.freelist\\.com$')

{

alt-rcpt-to('system-lists@myhost.com');

}

配信ホスト変更アクション

alt-mailhostアクションは、選択したメッセージのすべての受信者の IPアドレスを、指定した数
値 IPアドレスまたはホスト名に変更します。

alt-mailhostアクションを実行すると、アンチスパムスキャンによりスパムと分類されたメッ

セージが隔離されないようにすることができます。alt-mailhostアクションは quarantineア

クションに優先して実行され、指定したメールホストにメッセージを送信します。

（注）

次のフィルタは、すべての受信者について、受信者のアドレスをホスト example.comに変更しま
す。

localRedirectFilter:

if(true)

{

alt-mailhost('example.com');

}

これにより、joe@anywhere.comに送信されるメッセージのEnvelopeToアドレスが joe@anywhere.com

になり、メッセージは example.comのメールホストに送信されます。smtproutesコマンドで指定

された追加ルーティング情報は、引き続きメッセージのルーティングに適用されます。（ローカ

ルドメインの電子メールのルーティング, （685ページ）を参照）。

alt-mailhostアクションではポート番号を指定できません。この操作を行うには、かわりに

SMTPルートを追加します。
（注）

次のフィルタは、すべてのメッセージを 192.168.12.5にリダイレクトします。

local2Filter:

if(true)

{

alt-mailhost('192.168.12.5');
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}

送信元ホスト（Virtual Gateway アドレス）変更アクション
alt-src-hostアクションは、メッセージの送信元ホストを指定した送信元に変更します。送信元

ホストは、メッセージの送信元となる IPインターフェイス、または IPインターフェイスのグルー
プにより構成されます。IPインターフェイスのグループが選択された場合、システムは電子メー
ルの配信時に、グループ内のすべての IPインターフェイスを送信元インターフェイスとして使用
する処理を繰り返します。つまり、これにより 1台の Cisco Eメールセキュリティアプライアン
スに複数の仮想ゲートウェイアドレスを設定できます。詳細については、Virtual Gateway™テク
ノロジーを使用してすべてのホストされたドメインでの構成のメールゲートウェイ, （741ペー
ジ）を参照してください。

IPインターフェイスは、現在システムで設定されている IPインターフェイスまたは IPインター
フェイスグループだけに変更できます。次のフィルタは、IPアドレスが 1.2.3.4であるリモート

ホストから受信したすべてのメッセージに対して、発信（配信）IPインターフェイス outbound2

を使用する仮想ゲートウェイを作成します。

externalFilter:

if(remote-ip == '1.2.3.4')

{

alt-src-host('outbound2');

}

次のフィルタは、IPアドレスが 1.2.3.4であるリモートホストから受信したすべてのメッセージ

に対して、IPインターフェイスのグループ Group1を使用します。

groupFilter:

if(remote-ip == '1.2.3.4')

{

alt-src-host('Group1');

}

アーカイブアクション

archiveアクションは、元のメッセージ（すべてのメッセージヘッダーと受信者を含む）のコピー

を、アプライアンス上の mbox形式のファイルに保存します。このアクションでは、メッセージ
を保存するログファイルの名前がパラメータとして使用されます。システムはフィルタの作成時

に、指定したファイル名で自動的にログサブスクリプションを作成します。また、既存のフィル

タログファイルを指定することもできます。フィルタとフィルタログファイルの作成後は、

filters -> logconfigサブコマンドでフィルタログオプションを編集できます。
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logconfigコマンドは filtersのサブコマンドです。このサブコマンドの完全な説明について

は、CLIを使用したメッセージフィルタの管理, （260ページ）を参照してください。
（注）

mbox形式は標準のUNIXメールボックス形式で、メッセージを簡単に表示するためのユーティリ
ティが多数用意されています。ほとんどのUNIXシステムでは、「mail -f mbox.filename」と入力
して、ファイルを表示できます。mbox形式はプレーンテキストであるため、普通のテキストエ
ディタを使用してメッセージの内容を表示することができます。

次の例では、エンベロープ送信者が joesmith@yourdomain.comと一致する場合に、メッセージのコ

ピーが joesmithというログに保存されます。

logJoeSmithFilter:

if(mail-from == '^joesmith@yourdomain\\.com$')

{

archive('joesmith');

}

ヘッダー削除アクション

strip-headerアクションは、メッセージの特定のヘッダーを調べ、配信する前に該当する行をメッ

セージから削除します。ヘッダーが複数ある場合は、ヘッダーのすべてのインスタンス

（「Received:」ヘッダーなど）が削除されます。

次の例では、すべてのメッセージで送信前に X-DeleteMeヘッダーが削除されます。

stripXDeleteMeFilter:

if (true)

{

strip-header('X-DeleteMe');

}

ヘッダーに関する操作を行う場合、ヘッダーの現在の値には処理中に行われた変更（メッセージ

のヘッダーの追加、削除、変更を行うフィルタ処理など）が含まれている点に注意してください。

詳細については、メッセージヘッダールールおよび評価, （161ページ）を参照してください。

ヘッダー挿入アクション

insert-headerアクションは、メッセージに新しいヘッダーを挿入します。AsyncOSは、挿入した
ヘッダーが規格を満たしているかどうかを検証しません。生成されるメッセージが電子メールの

インターネット規格を満たしているかどうかは、ユーザが自分で確認する必要があります。
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次の例では、X-Companyというヘッダーがメッセージにない場合に、このヘッダーに My Company

Nameという値が設定されます。

addXCompanyFilter:

if (not header('X-Company'))

{

insert-header('X-Company', 'My Company Name');

}

insert-header()アクションでは、ヘッダーのテキストに非ASCII文字を使用できます。ただし、
ヘッダー名には（規格遵守のため）ASCII文字しか使用できません。可読性を最大限に高めるた
め、トランスポートエンコードは Quoted-Printableとなります。

strip-headersアクションと insert-headerアクションを組み合わせることにより、元のメッ

セージにある任意のメッセージヘッダーを書き換えることができます。場合によっては、同

じヘッダーを複数回使用することができますが（Received:など）、それ以外の場合は同じヘッ

ダーを複数回使用するとMUAが混乱する場合があります（Subject:ヘッダーを複数回使用す
る場合など）。

（注）

ヘッダーに関する操作を行う場合、ヘッダーの現在の値には処理中に行われた変更（メッセージ

のヘッダーの追加、削除、変更を行うフィルタ処理など）が含まれている点に注意してください。

詳細については、メッセージヘッダールールおよび評価, （161ページ）を参照してください。

ヘッダーテキスト編集アクション

edit-header-textアクションを実行すると、正規表現の置換機能を使用して、指定したヘッダー

テキストを書き換えることができます。このフィルタはヘッダー内で正規表現と一致するテキス

トを検索し、指定した正規表現に置き換えます。

たとえば、電子メールに次のような件名ヘッダーがあるものとします。

Subject: SCAN Marketing Messages

次のフィルタは、「SCAN」というテキストを削除し、「Marketing Messages」というテキストを
ヘッダー内に残します。

Remove_SCAN: if true

{

edit-header-text (‘Subject’, ‘^SCAN\\s*’,’’);

}

フィルタはメッセージを処理した後、次のヘッダーを返します。

Subject: Marketing Messages
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本文編集アクション

edit-body-text()メッセージフィルタの機能は Edit-Header-Text()フィルタと同様ですが、メッ

セージのヘッダーではなく本文が処理対象です。

edit-body-text()メッセージフィルタは次の構文を使用します。最初のパラメータは検索のため

の正規表現で、2番めのパラメータは置換のためのテキストです。

Example: if true {

edit-body-text("parameter 1","parameter 2");

}

edit-body-text()メッセージフィルタはメッセージ本文のみが処理対象です。特定のMIME部分
がメッセージの「本文」と見なされるか「添付ファイル」と見なされるかの詳細については、メッ

セージ本文とメッセージ添付ファイル, （162ページ）を参照してください。

次の例では、メッセージからURLが削除され、「URLREMOVED」というテキストに置き換えら
れています。

URL_Replaced: if true {

edit-body-text("(?i)(?:https?|ftp)://[^\\s\">]+", "URL REMOVED");

}

次の例では、メッセージの本文から社会保障番号が削除され、「XXX-XX-XXXX」というテキス
トに置き換えられています。

ssn: if true {

edit-body-text("(?!000)(?:[0-6]\\d{2}|7(?:[0-6]\\d|7[012]))([
-]?)(?!00)\\d\\d\\1(?!0000)\\d{4}",

"XXX-XX-XXXX");

}

現時点では、edit-body-text()フィルタではスマート IDを使用できません。（注）

HTML 変換アクション
RFC 2822では電子メールメッセージのテキスト形式が規定されていますが、RFC 2822メッセー
ジ内の他のコンテンツのトランスポートを実現するための拡張機能（MIMEなど）があります。
AsyncOSは html-convert()メッセージフィルタを使用して、次の構文により HTMLをプレーン
テキストに変換できます。

Convert_HTML_Filter:

if (true)

{
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html-convert();

}

Ciscoメッセージフィルタは、特定のMIME部分がメッセージの「本文」であるか「添付ファイ
ル」であるかを判別します。html-convert()メッセージフィルタはメッセージ本文のみが処理対

象です。メッセージの本文と添付ファイルの詳細については、メッセージ本文とメッセージ添付

ファイル, （162ページ）を参照してください。

html-convert()フィルタが文書内の HTMLを削除する方式は、形式によって異なります。

メッセージがプレーンテキスト（text/plain）である場合、メッセージは変更されずにフィルタを
通過します。メッセージが単純な HTMLメッセージ（text/html）である場合、すべての HTMLタ
グはメッセージから削除され、残りの本文がHTMLメッセージにかわり使用されます。各行の再
フォーマットは行われず、HTMLがプレーンテキストになることはありません。構造がMIME
（multipart/alternative構造）で、同じコンテンツに text/plain部分と text/html部分が含まれている
場合、フィルタはメッセージの text/html部分を削除して text/plain部分を残します。その他のMIME
タイプ（multipart/mixedなど）では、すべての HTML本文部分のタグが削除され、メッセージに
再挿入されます。

メッセージフィルタでは、html-convert()フィルタアクションは処理対象のメッセージにタグを

設定するだけで、メッセージ構造の変更はすぐには行われません。メッセージの変更は、すべて

の処理が完了した後に行われます。これにより、変更前に他のフィルタアクションが元のメッ

セージを処理することができます。

バウンスプロファイルアクション

bounce-profileアクションは、設定済みのバウンスプロファイルをメッセージに割り当てます。

（バウンスした電子メールの処理,（715ページ）を参照）。メッセージを配信できない場合、バ
ウンスプロファイルで設定されたバウンスオプションが使用されます。この機能は、リスナーの

設定から割り当てられているバウンスプロファイル（割り当てられている場合）に優先して適用

されます。

次のフィルタの例では、送信される電子メールのうち、ヘッダーに「X-Bounce-Profile:

fastbounce」があるすべての電子メールにバウンスプロファイル「fastbounce」が割り当てられま
す。

fastbounce:

if (header ('X-Bounce-Profile') == 'fastbounce') {

bounce-profile ('fastbounce');

}

アンチスパムシステムのバイパスアクション

skip-spamcheckアクションは、システムに設定されたコンテンツベースのアンチスパムフィルタ

リングをすべてバイパスするようシステムに指示します。コンテンツベースのアンチスパムフィ
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ルタリングが設定されていない場合、またはメッセージがあらかじめスパムスキャンの対象に設

定されていない場合は、このアクションを実行してもメッセージに影響はありません。

次の例では、メッセージのSenderBaseレピュテーションスコアが高い場合に、メッセージに対す
るコンテンツベースのアンチスパムフィルタリングがバイパスされます。

whitelist_on_reputation:

if (reputation > 7.5)

{

skip-spamcheck();

}

グレイメールアクションのバイパス

特定のメッセージにグレイメールアクションを適用しない場合、次のメッセージフィルタアク

ションを使用してバイパスできます。

説明メッセージフィルタアク

ション

マーケティングメールに対するアクションのバイパスskip-marketingcheck

ソーシャルネットワークメールに対するアクションのバイパスskip-socialcheck

バルクメールに対するアクションのバイパスskip-bulkcheck

次の例では、リスナー “private_listener”で受信したメッセージは、ソーシャルネットワークメー
ルに対するグレイメールアクションをバイパスする必要があること指定しています。

internal_mail_is_safe:

if (recv-listener == 'private_listener')

{

skip-socialcheck();

}

アンチウイルスシステムのバイパスアクション

skip-viruscheckアクションは、システムに設定されたウイルス保護システムをすべてバイパスす

るようシステムに指示します。アンチウイルスシステムが設定されていない場合、またはメッ

セージがあらかじめウイルススキャンの対象に設定されていない場合は、このアクションを実行

してもメッセージに影響はありません。
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次の例では、「private_listener」というリスナーで受信したメッセージに対して、アンチスパムシ
ステムとアンチウイルスシステムによる処理がバイパスされています。

internal_mail_is_safe:

if (recv-listener == 'private_listener')

{

skip-spamcheck();

skip-viruscheck();

}

ファイルレピュテーションフィルタリングおよびファイル分析システムのバイパス

アクション

skip-ampcheckアクションは、メッセージがシステムで設定されたファイルレピュテーションフィ
ルタリングおよびファイル分析をバイパスすることを許可するよう、システムに指示します。ファ

イルレピュテーションフィルタリングおよびファイル分析が設定されていない場合、またはメッ

セージがあらかじめファイルレピュテーションフィルタリングおよびファイル分析スキャンの対

象に設定されていない場合は、このアクションを実行してもメッセージに影響はありません。

次の例では、PDF添付ファイルを含むメッセージがファイルレピュテーションフィルタリングお
よびファイル分析をバイパスすることを指定します。

skip_amp_scan:
if (attachment-filetype == 'pdf')
{
skip-ampcheck();
}

ウイルスアウトブレイクフィルタのスキャニング処理バイパスアクション

skip-vofcheckアクションは、メッセージのウイルスアウトブレイクフィルタによるスキャニン

グ処理がバイパスされるようシステムに指示します。ウイルスアウトブレイクフィルタのスキャ

ニング処理がイネーブルになっていない場合、このアクションを実行してもメッセージに影響は

ありません。

次の例では、「private_listener」というリスナーで受信したメッセージに対して、ウイルスアウト
ブレイクフィルタのスキャニング処理がバイパスされています。

internal_mail_is_safe:

if (recv-listener == 'private_listener') Outbreak Filters

{

skip-vofcheck();

}
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メッセージタグ追加アクション

tag-messageアクションは、DLPポリシーフィルタリングで使用するカスタム用語を送信メッセー
ジに挿入します。DLPポリシーを設定して、スキャン対象をメッセージタグがあるメッセージに
限定することができます。メッセージタグは受信者側では表示されません。タグ名には、

[a-zA-Z0-9_-.]の範囲の文字のうち任意のものを組み合わせて使用できます。.

メッセージのフィルタリングに使用するDLPポリシーの設定の詳細については、「データ消失防
止」の章を参照してください。

次の例では、件名に「[Encrypt]」が含まれるメッセージにメッセージタグを挿入しています。

Cisco Email Encryptionが使用できる場合は、メッセージの配信前にメッセージをこのメッセージ
タグで暗号化する DLPポリシーを作成できます。

Tag_Message:

if (subject == '^\\[Encrypt\\]')

{

tag-message('Encrypt-And-Deliver');

}

ログエントリ追加アクション

log-entryアクションは、カスタマイズしたテキストを、テキストメールログに INFOレベルで追

加します。このテキストにはアクション変数を使用することができます。このアクションを使用

すると、デバッグ時に便利なテキストや、メッセージフィルタがアクションを実行した理由に関

する情報を挿入できます。ログエントリはメッセージトラッキングにも表示されます。

次の例では、メッセージに会社の機密情報が含まれていると判断されたためメッセージがバウン

スされたことを示すログエントリが挿入されます。

CompanyConfidential:

if (body-contains('Company Confidential'))

{

log-entry('Message may have contained confidential information.');

bounce();

}

URL レピュテーションアクション
メッセージに含まれる URLのレピュテーションスコアを使用して、URLまたはその動作を変更
します。重要な詳細と例については、のメッセージに含まれる URLの変更：フィルタでの URL
レピュテーションまたはURLカテゴリのアクションの使用,（437ページ）を参照してください。
悪意のある URLまたは望ましくない URLからの保護, （427ページ）
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これらのアクションでは、ルールは不要です。

URLレピュテーションアクションの各部分は次のとおりです。

• msg_filter_nameはこのメッセージフィルタの名前です。

• min_scoreおよび max_scoreは、アクション適用範囲の最小スコアと最大スコアです。適用範

囲には、指定する値も含まれます。

最小スコアと最大スコアは -10.0から 10.0までの範囲内の数値でなければなりません。

•レピュテーションサービスからスコアが提供されない場合のアクションを指定するには、こ
のアクションの「no-reputation」バージョンを使用します。これについては以降の項で説明し
ます。

• whitelistは、（urllistconfigコマンドを使用して）定義されている URLリストの名前で
す。ホワイトリストの指定は任意です。

• Preserve_signedの位置に 0または 1を入力します。

◦ 1 -このアクションを未署名のメッセージだけに適用する

◦ 0 -このアクションをすべてのメッセージに適用する

preserve_signed値を指定しないと、アクションは未署名のメッセージだけに適用されます。

URL レピュテーションに基づき URL をテキストに置換する

レピュテーションサービスからスコアが提供される場合にアクションを実行するには

url-reputation-replace アクションを使用します。

url-reputation-replaceアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

{url-reputation-replace(<min_score>, <max_score>,’<replace_text>’, '< whitelist> ', <
Preserve_signed> );}

replace_textは、URLを置き換えるテキストです。

レピュテーションサービスからスコアが提供されない場合にアクションを実行するには

url-no-reputation-replaceアクションを使用します。

url-no-reputation-replaceアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

{url-no-reputation-replace ('<replace_text>', '<whitelist>', <Preserve_signed>);}

replace_textは、URLを置き換えるテキストです。
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URL レピュテーションに基づき URL の危険を取り除く

レピュテーションサービスからスコアが提供される場合にアクションを実行するには

url-reputation-defangアクションを使用します。

url-reputation-defangアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

{url-reputation-defang (<min_score>, <max_score>, '<whitelist>', <Preserve_signed>);}

レピュテーションサービスからスコアが提供されない場合にアクションを実行するには

url-no-reputation-defangアクションを使用します。

url-no-reputation-defangアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

{url-no-reputation-defang ('<whitelist>', <Preserve_signed>);}

URL レピュテーションに基づき Cisco セキュリティプロキシに URL をリダイレクトする

レピュテーションサービスからスコアが提供される場合にアクションを実行するには

url-reputation-proxy-redirect アクションを使用します。

url-reputation-proxy-redirectアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

{url-reputation-proxy-redirect (<min_score>, <max_score>, '<whitelist>', <Preserve_signed>);}

レピュテーションサービスからスコアが提供されない場合にアクションを実行するには

url-no-reputation-proxy-redirect アクションを使用します。

url-no-reputation-proxy-redirectアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

{url-no-reputation-proxy-redirect ('<whitelist>', <Preserve_signed>);}

URL カテゴリアクション
メッセージに含まれる URLのカテゴリを使用して、URLまたはその動作を変更します。重要な
詳細については、のメッセージに含まれる URLの変更：フィルタでの URLレピュテーションま
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たはURLカテゴリのアクションの使用, （437ページ）を参照してください。悪意のあるURLま
たは望ましくない URLからの保護, （427ページ）

これらのアクションでは、ルールは不要です。

すべての URLカテゴリアクションの各部分は次のとおりです。

• msg_filter_nameはメッセージフィルタの名前です。

• category-nameは URLカテゴリです。複数のカテゴリを指定する場合は、各カテゴリをカン
マで区切ります。正しいカテゴリ名を確認するには、コンテンツフィルタの URLカテゴリ
条件またはアクションを確認してください。カテゴリの説明と例については、URLカテゴリ
について, （445ページ）を参照してください。

• url_white_listは、（urllistconfigコマンドを使用して）定義されている URLリストの名前で
す。

• unsigned-only：0または 1を入力します。

◦ 1 -このアクションを未署名のメッセージだけに適用する

◦ 0 -このアクションをすべてのメッセージに適用する

URL カテゴリに基づき URL をテキストに置換する

url-category-replaceアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

url-category-replace([‘<category-name1>’,’<category-name2>’,...,

‘<category-name3>’],’<replacement-text>’, ’<url_white_list>’, <unsigned-only>);

replacement-textは、URLを置き換えるテキストです。

URL カテゴリに基づき URL の危険を取り除く

url-category-defang アクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>

url-category-defang([‘<category-name1>’,’<category-name2>’,..., ‘<category-name3>’],

’<url_white_list>’, <unsigned-only>);

URL カテゴリに基づき Cisco セキュリティプロキシに URL をリダイレクトする

url-category-proxy-redirectアクションを使用するフィルタの構文を次に示します。

<msg_filter_name>:

if <condition>
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url-category-proxy-redirect([‘<category-name1>’,’<category-name2>’,..., ‘<category-name3>’],

’<url_white_list>’, <unsigned-only>);

オペレーションなし

オペレーションなしアクションは、操作を実行しません（no-op）。通知、隔離、ドロップなどそ
の他のアクションを使用しない場合にメッセージフィルタでこのアクションを使用できます。た

とえば、作成した新しいメッセージフィルタの動作を確認する場合に、操作なしアクションを使

用できます。メッセージフィルタが動作したら、[メッセージフィルタ（Message Filters）]レポー
トページを使用して新しいメッセージフィルタの動作をモニタし、要件に対応するようにフィル

タを調整できます。

次に、操作なしアクションをメッセージフィルタで使用する例を示します。

new_filter_test: if header-repeats ('subject', X, 'incoming') {no-op();}

偽造メールの検出アクション

偽装されたメッセージから From:ヘッダーを削除し、エンベロープ送信者で置き換えます。

次のメッセージフィルタは、メッセージ内の From:ヘッダーと辞書の用語を比較し、コンテンツ
辞書の用語のマッチングスコアが 70以上である場合、メッセージフィルタは From:ヘッダーを
除去し、エンベロープ送信者と置き換えます。

FED_CF: if (forged-email-detection("Execs", 70)) { fed("from", ""); }

添付ファイルのスキャン
Eメールセキュリティアプライアンスではコンテンツスキャナを使用して、会社のポリシーと整
合しないメッセージから添付ファイルを削除できます。元のメッセージはそのまま配信できます。

添付ファイルのフィルタリングは、特定のファイルタイプ、フィンガープリント、添付ファイル

の内容に基づいて行うことができます。フィンガープリントを使用して添付ファイルの正確な種

類を判別することにより、ユーザは悪意のある添付ファイルの拡張子（.exeなど）を一般的な拡
張子（.docなど）に変更して、名前が変更されたファイルが添付ファイルフィルタを通過できる
ようにすることができなくなります。

添付ファイルのコンテンツをスキャンする際、コンテンツスキャナは添付ファイルからデータを

抽出し、正規表現による検索を実行します。添付ファイルのデータとメタデータの両方が検査対

象となります。ExcelまたはWord文書をスキャンする場合、添付ファイルスキャンエンジンは
.exe、.dll、.bmp、.tiff、.pcx、.gif、.jpeg、.png、Photoshop画像の各埋め込みファイルも検出できま
す。

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

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
249

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

添付ファイルのスキャン



• 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

コンテンツスキャナ関連ファイルの詳細を表示するには、Webインターフェイスで [セキュリ
ティサービス（Security Services）] > [スキャン動作（Scan Behavior）]ページを使用するか、
CLIで contentscannerstatusコマンドを使用します。これらのファイルは、アップデートサーバ
を使用して自動的に更新されます。これらのファイルを手動で更新する場合は、スキャン動作

の設定, （282ページ）を参照してください。

（注）

添付ファイルのスキャンで使用するメッセージフィルタ

次の表に記載されているメッセージフィルタアクションは、最終でないアクションです。（添付

ファイルはドロップされ、メッセージの処理が続行されます）。

オプションのコメントは、フッターのようにメッセージに追加されるテキストで、メッセージ

フィルタアクション変数（添付ファイルのスキャンメッセージフィルタの例, （257ページ）を
参照）を使用することもできます。
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表 26：添付ファイルのスキャンで使用するメッセージフィルタアクション

説明構文操作

メッセージの添付ファイルのうち、指定し

た正規表現と一致する名前のファイルをす

べてドロップします。アーカイブ形式の添

付ファイル（zip、tar）内に該当するファ
イルがある場合、この添付ファイルはド

ロップされます。添付ファイルのスキャン

メッセージフィルタの例, （257ページ）
を参照してください。

drop-attachments-by-name
(<regular expression
>[, <optional
comment
>])

添付ファイルのドロッ

プ（名前別）

メッセージの添付ファイルのうち、指定し

たMIMEタイプまたはファイル拡張子に
該当するMIMEタイプのファイルをすべ
てドロップします。アーカイブ形式の添付

ファイル（zip、tar）内に該当するファイ
ルがある場合、この添付ファイルはドロッ

プされます。

drop-attachments-by-type
(<MIME type
>[, <optional comment
>])

添付ファイルのドロッ

プ（タイプ別）

メッセージの添付ファイルのうち、指定し

たファイルの「フィンガープリント」と一

致するファイルをすべてドロップします。

アーカイブ形式の添付ファイル（zip、tar）
内に該当するファイルがある場合、この添

付ファイルはドロップされます。

drop-attachments-by-filetype

(<fingerprint name
>[, <optional comment
>])

添付ファイルのドロッ

プ（ファイルタイプ

別）

メッセージの添付ファイルのうち、特定の

MIMEタイプのファイルをすべてドロップ
します。このアクションではファイル拡張

子によるMIMEタイプの判別は行われず、
アーカイブの内容の確認もされません。

drop-attachments-by-mimetype

(<MIME type
>[, <optional comment
>])

添付ファイルのドロッ

プ（MIMEタイプ別）

メッセージの添付ファイルのうち、ロー

エンコード形式で指定したサイズ（バイト

単位）以上のサイズであるファイルをすべ

てドロップします。アーカイブファイル

または圧縮ファイルの場合、このアクショ

ンは、圧縮前のサイズを検証せず、実際の

自体のサイズが計測されます。

drop-attachments-by-size
(<number
>[, <optional comment
>])

添付ファイルのドロッ

プ（サイズ別）

drop-attachments-where-contains

(<regular expression
>[, <optional comment
>])

添付ファイルのスキャ

ン
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説明構文操作

メッセージの添付ファイルのうち、指定し

た正規表現を含むファイルをすべてドロッ

プします。アーカイブファイル（zip、
tar）は、中に含まれているファイルのい
ずれかが正規表現と一致する場合にドロッ

プされます。

このフィルタアクションは、辞書の用語

との一致に基づいて添付ファイルを削除し

ます。添付ファイルであると判断される

MIME部分の用語が辞書の用語と一致する
場合（かつ、ユーザ定義のしきい値に達し

ている場合）、添付ファイルが電子メール

から削除されます。添付ファイルのスキャ

ンメッセージフィルタの例, （257ペー
ジ）を参照してください。

drop-attachments-where-dictionary
-match(<dictionary name>)

添付ファイルのドロッ

プ（辞書との一致別）

イメージ分析

メッセージによってはイメージを含むものがあり、適切でないコンテンツがないかスキャンする

ことが必要になる場合があります。イメージ分析エンジンを使用すると、電子メール内の適切で

ないコンテンツを検索できます。イメージ分析は、アンチウイルスおよびアンチスパムスキャン

エンジンの補完または代替を目的とするものではありません。この機能は、電子メール内の適切

でないコンテンツを特定することにより、許容範囲での使用を促進するためのものです。イメー

ジ分析スキャンエンジンを使用すると、メールの隔離と分析、および傾向の認識ができます。

アプライアンスでイメージ分析を設定すると、イメージ分析フィルタルールを使用して、疑わし

い電子メールまたは不適切な電子メールに対してアクションを実行できます。イメージスキャン

では、次のタイプの添付ファイルをスキャンできます：BMP、JPG、TIF、PNG、GIF、TGA、
PCX。イメージアナライザは、スキンカラー、本体サイズ、曲率を測定するアルゴリズムを使用
し、画像に適切でないコンテンツが含まれる可能性を判定します。イメージ添付ファイルをスキャ

ンすると、Ciscoフィンガープリントによりファイルタイプが特定され、イメージアナライザは
イメージコンテンツを分析するアルゴリズムを使用します。イメージが他のファイルに埋め込ま

れている場合、コンテンツスキャナはファイルを抽出します。イメージ分析の結果は、メッセー

ジ全体で計算されます。メッセージにイメージがない場合、メッセージのスコアは0となります。
これは分析結果が「Clean」であることを表します。そのため、イメージがないメッセージに対す
る分析結果は「Clean」となります。
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イメージ分析スキャンエンジンの設定

GUIからイメージ分析をイネーブル化するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [IronPortイメージ分析（IronPort Image Analysis）]の順に進
みます。

ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
成功したことを示すメッセージが表示され、分析結果設定が表示されます。

イメージ分析フィルタルールを使用すると、次の各分析結果に基づいてアクションを決定できます。

• [正常（Clean）]：イメージに適切でないコンテンツはありません。イメージ分析の結果はメッセー
ジ全体で計算されるため、イメージがないメッセージをスキャンすると分析結果は [正常（Clean）]
となります。

• [疑わしい（Suspect）]：イメージに適切でないコンテンツがある可能性があります。

• [不適切（Inappropriate）]：イメージに適切でないコンテンツがあります。

これらの計算結果には、イメージアナライザのアルゴリズムにより、適切でないコンテンツがある可能性

を示す数値が割り当てられます。

次の値が推奨されます。

• [正常（Clean）]：0～ 49

• [疑わしい（Suspect）]：50～ 74

• [不適切（Inappropriate）]：75～ 100

次の作業

精度を設定することによりイメージスキャンを微調整できます。これにより、誤判定を減らすこ

とができます。たとえば、誤判定が発生している場合は、精度を低くします。逆に、イメージス

キャンで適切でないコンテンツが検出されていない場合は、精度を高く設定します。精度設定は

0（一切検出しない）と 100（精度が最高である）の間の値です。デフォルトの精度の 65に設定
することを推奨します。
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イメージ分析設定の調整

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [IronPortイメージ分析（IronPort Image Analysis）]の順に進
みます。

ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 イメージ分析の精度を設定します。デフォルトの精度の 65に設定することを推奨します。
ステップ 4 [正常（Clean）]、[疑わしい（Suspect）]、および [不適切（Inappropriate）]の評価を設定します。

値の範囲を設定する場合、値が重ならないようにしてください。また、すべて整数を使用してください。

ステップ 5 任意で、最小サイズの要件を満たさないイメージのスキャンをバイパスするように、AsyncOSを設定しま
す（推奨）。デフォルトで、この設定は 100ピクセルに設定されています。100ピクセル未満のイメージ
をスキャンすると、誤検知が発生する可能性があります。

imageanalysisconfigコマンドを使用して CLIでイメージ分析設定を有効にすることもできます。

特定のメッセージの判定スコアの表示

特定のメッセージのレピュテーションスコアを確認するには、メールログを参照します。メール

ログにはイメージ名またはファイル名、特定のメッセージの添付ファイルのスコアが表示されま

す。また、ログにはファイル内のイメージがスキャン可能かどうかについての情報も表示されま

す。このログには、各イメージではなく、各メッセージの添付ファイルの結果に関する情報が表

示されます。たとえば、メッセージに JPEGイメージを含む zipファイルが添付されていた場合、
ログのエントリには JPEGの名前ではなく、zipファイルの名前が表示されます。また、zipファ
イルに複数のイメージが含まれている場合、ログエントリにはすべてのイメージの最大スコアが

表示されます。「unscannable」の通知は、いずれかのイメージがスキャンできないことを意味し
ます。

ログには、スコアがどのように特定の評価（[正常（clean）]、[疑わしい（suspect）]、または [不
適切（inappropriate）]）に反映されるかに関する情報はありません。ただし、メールログを使用
して特定のメッセージの配信を追跡できるため、メッセージに対して実行されたアクションによっ

て、メールに不適切なイメージまたは疑わしいイメージが含まれていたかどうかがわかります。

たとえば、次のメールログでは、イメージ分析スキャンの結果、メッセージフィルタルールに

よってドロップされた添付ファイルを示しています。

Thu Apr 3 08:17:56 2009 Debug: MID 154 IronPort Image Analysis: image 'Unscannable.jpg'
is unscannable.

Thu Apr 3 08:17:56 2009 Info: MID 154 IronPort Image Analysis: attachment
'Unscannable.jpg' score 0 unscannable

Thu Apr 3 08:17:56 2009 Info: MID 6 rewritten to MID 7 by
drop-attachments-where-image-verdict filter 'f-001'

Thu Apr 3 08:17:56 2009 Info: Message finished MID 6 done
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イメージ分析結果に基づいたアクション実行のメッセージフィルタの

構成

イメージ分析をイネーブルにしたら、メッセージフィルタを作成して、さまざまなメッセージの

評価に対してさまざまなアクションを実行する必要があります。たとえば、問題ないと評価され

たメッセージを配信し、不適切なコンテンツを含むと判断されたメッセージを隔離する必要があ

るとします。

シスコでは、不適切または疑わしいと評価されたメッセージをドロップまたはバウンスしない

ことを推奨します。代わりに、後で確認してトレンド分析について把握するために、違反した

メッセージのコピーを隔離します。

（注）

次のフィルタは、コンテンツが不適切または疑わしい場合にタグを付けられるメッセージを示し

ています。

image_analysis: if image-verdict == "inappropriate" {

strip-header("Subject");

insert-header("Subject", "[inappropriate image] $Subject");

}

else {

if image-verdict == "suspect" {

strip-header("Subject");

insert-header("Subject", "[suspect image] $Subject");

}

}

イメージ分析の評価に基づいて添付ファイルを除去するコンテンツフィルタの作成

イメージ分析をイネーブルにすると、コンテンツフィルタを作成してイメージ分析の評価に基づ

いて添付ファイルを削除するか、さまざまなメッセージの評価に対してさまざまなアクションを

実行するようにフィルタを設定できます。たとえば、不適切なコンテンツを含むメッセージを隔

離することに決定したとします。
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イメージ分析の評価に基づいて添付ファイルを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]をクリックしま
す。

ステップ 2 [フィルタを追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 コンテンツフィルタの名前を入力します。

ステップ 4 [アクション（Actions）]で、[アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 5 [ファイル情報によって添付ファイルを除去（StripAttachment by File Info）]で、[イメージ分析判定（Image

Analysis Verdict is）]をクリックします。
ステップ 6 次のイメージ分析の評価から選択します。

•疑わしい（Suspect）

•不適切（Inappropriate）

•不適切もしくは疑わしい（Suspect or Inappropriate）

•スキャン不可（Unscannable）

• Clean

イメージ分析判定に基づくアクションの設定

イメージ分析の評価に基づくアクションを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]をクリックしま
す。

ステップ 2 [フィルタを追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 コンテンツフィルタの名前を入力します。

ステップ 4 [条件（Conditions）]で、[条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 5 [添付ファイルのファイル情報（Attachment File Info）]で、[イメージ分析判定（Image Analysis Verdict）]

をクリックします。

ステップ 6 次のいずれかの評価を選択します。

•疑わしい（Suspect）

•不適切（Inappropriate）

•不適切もしくは疑わしい（Suspect or Inappropriate）

•スキャン不可（Unscannable）

• Clean
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ステップ 7 [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 8 イメージ分析の評価に基づいてメッセージに対して実行するアクションを選択します。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

通知

GUIの [テキストリソース（Text Resources）]ページまたは textconfig CLIコマンドを使用して、
カスタム通知テンプレートをテキストリソースとして設定することもできます。これも、添付

ファイルのフィルタルールと組み合わせて使用すると便利なツールです。通知テンプレートは非

ASCII文字をサポートしています（テンプレートを作成するとき、エンコードを選択するように
要求されます）。

次の例では、最初に textconfigコマンドを使用して、strip.mp3という名前の通知テンプレート

を作成します。これは、通知メッセージの本文に挿入されます。次に、添付ファイルのフィルタ

ルールを作成し、.mp3ファイルがメッセージから削除された場合、予定していた受信者宛てに
.mp3ファイルが削除されたことを通知する電子メールが送信されるように設定できます。

drop-mp3s:

if (attachment-type == '*/mp3')

{ drop-attachments-by-filetype('Media');

notify ('$EnvelopeRecipients', 'Your mp3 has been removed', '$EnvelopeFrom',

'strip.mp3');

}

詳細については、通知およびコピー通知アクション, （231ページ）を参照してください。

添付ファイルのスキャンメッセージフィルタの例

次に、添付ファイルに対して実行されるアクションの例を示します。

ヘッダーの挿入

この例では、添付ファイルに指定したコンテンツが含まれている場合に、AsyncOSがヘッダーを
挿入します。

次の例では、あるキーワードが含まれるかどうか、メッセージのすべての添付ファイルをスキャ

ンします。すべての添付ファイルにキーワードが存在する場合、カスタムの X-Headerが挿入され

ます。

attach_disclaim:

if (every-attachment-contains('[dD]isclaimer') ) {

insert-header("X-Example-Approval", "AttachOK");
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}

次の例では、特定のバイナリデータのパターンがあるかどうか、添付ファイルをスキャンしま

す。フィルタは attachment-binary-containsフィルタルールを使用して、PDFドキュメントが暗
号化されていることを示すパターンを検索します。バイナリデータ内にそのパターンが存在する

場合、カスタムヘッダーが挿入されます。

match_PDF_Encrypt:

if (attachment-filetype == 'pdf' AND

attachment-binary-contains('/Encrypt')){

strip-header (‘Subject’);

insert-header (‘Subject’, ‘[Encrypted] $Subject’);

}

ファイルタイプによる添付ファイルのドロップ

次の例では、添付ファイルの「executable」グループ（.exe、.dll、および .scr）がメッセージか

ら削除され、削除されたファイルの名前をリストするテキストがメッセージに追加されます

（$dropped_filenameアクション変数を使用して）。drop-attachments-by-filetypeアクションは

添付ファイルを確認し、3文字のファイル拡張子だけではなく、ファイルのフィンガープリント
に基づいて添付ファイルを削除します。1つのファイルタイプ（「mpeg」）を指定したり、ある
ファイルタイプのすべてのメンバ（「Media」）を参照したりできます。

strip_all_exes: if (true) {

drop-attachments-by-filetype ('Executable', “Removed attachment:

$dropped_filename”);

}

次の例では、エンベロープ送信者がドメイン example.com内に存在しないメッセージから、同じ

「executable」グループの添付ファイル（.exe、.dll、および .scr）が、削除されます。

strip_inbound_exes: if (mail-from != "@example\\.com$") {

drop-attachments-by-filetype ('Executable');

}

次の例では、エンベロープ送信者がドメイン example.com内に存在しないメッセージから、ファ

イルタイプの特定のメンバ（「wmf」）および同じ「executable」グループの添付ファイル
（.exe、.dll、および .scr）が削除されます。

strip_inbound_exes_and_wmf: if (mail-from != "@example\\.com$") {

drop-attachments-by-filetype ('Executable');

drop-attachments-by-filetype ('x-wmf');
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}

次の例では、添付ファイルの「executable」事前定義グループが、より多くの添付ファイルの名前
を含むように拡張されています（このアクションでは、添付ファイルのファイルタイプは確認さ

れません）。

strip_all_dangerous: if (true) {

drop-attachments-by-filetype ('Executable');

drop-attachments-by-name('(?i)\\.(cmd|pif|bat)$');

}

drop-attachments-by-nameアクションでは、非 ASCII文字をサポートしています。

drop-attachments-by-nameアクションは、MIMEヘッダーでキャプチャされたファイル名に対
して正規表現照合を実行します。MIMEヘッダーからキャプチャされたファイル名は、最後に
スペースが存在する場合があります。

（注）

次の例では、添付ファイルがメッセージに .exe実行ファイルのファイルタイプでない場合はド
ロップされます。ただし、フィルタは、除外するファイルタイプを備えた少なくとも 1つの添付
ファイルがあるメッセージへのアクションを実行しません。たとえば、次のフィルタは.exeファ

イルタイプではない添付ファイルを含むメッセージをドロップします。

exe_check: if (attachment-filetype != "exe") {

drop();

}

メッセージに複数の添付ファイルがある場合、Eメールセキュリティアプライアンスは他の添付
ファイルが .exeファイルでない場合でも、添付ファイルの少なくとも 1つが .exeファイルの場

合はメッセージをドロップしません。

ディクショナリの一致による添付ファイルのドロップ

この drop-attachments-where-dictionary-matchアクションでは、辞書の用語との一致に基づいて

添付ファイルを削除します。添付ファイルであると判断されるMIME部分の用語が辞書の用語と
一致する場合（かつ、ユーザ定義のしきい値に達している場合）、添付ファイルが電子メールか

ら削除されます。次の例では、「secret_words」辞書内の単語が添付ファイル内で検出されると、
添付ファイルが削除されます。一致のしきい値は 1に設定されている点に注意してください。

Data_Loss_Prevention: if (true) {

drop-attachments-where-dictionary-match("secret_words", 1);

}
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保護された添付ファイルの隔離

attachment-protectedフィルタでは、メッセージ内の添付ファイルがパスワード保護されている

かをテストします。受信メールに対してこのフィルタを使用して、添付ファイルがスキャン可能

かどうかを確認できます。この定義に従い、1つの暗号化されたメンバと複数の暗号化されてい
ないメンバーを含むzipファイルは、保護されていると見なされます。同様に、オープンパスワー
ドが設定されていない PDFファイルは、コピーや印刷がパスワード保護されていたとしても、保
護されているとは見なされません。次の例では、保護された添付ファイルが隔離エリア「Policy」
に送信されます。

quarantine_protected:

if attachment-protected

{

quarantine("Policy");

}

保護されていない添付ファイルの検出

attachment-unprotectedフィルタは、メッセージ内の添付ファイルがパスワード保護されていな

いかをテストします。このメッセージフィルタは、attachment-protectedフィルタと補完関係に

あります。このフィルタを送信メールに使用して、保護されていないメールを検出することがで

きます。次の例では、AsyncOSが送信リスナーで保護されていない添付ファイルを検出し、メッ
セージを隔離しています。

quarantine_unprotected:

if attachment-unprotected

{

quarantine("Policy");

}

CLI を使用したメッセージフィルタの管理
CLIを使用して、メッセージフィルタの追加、削除、アクティブ化/非アクティブ化、インポート/
エクスポート、ログオプションの設定が可能です。次の表で、コマンドとサブコマンドについて

まとめて説明します。次の表で、コマンドとサブコマンドについてまとめて説明します。

表 27：メッセージフィルタサブコマンド

説明構文

メインコマンド。このコマンドは対話形式で、詳細情報を入力するよう要求さ

れます（たとえば、new、delete、importなど）。
filters
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説明構文

新しいフィルタを作成します。場所を指定しない場合、現在のシーケンスにフィ

ルタが追加されます。場所を指定した場合、シーケンスの特定の場所にフィル

タが挿入されます。詳細については、新しいメッセージフィルタの作成, （262
ページ）を参照してください。

new

名前またはシーケンス番号を指定して、フィルタを削除します。詳細について

は、メッセージフィルタの削除, （262ページ）を参照してください。
削除

既存のフィルタを並べ替えます。詳細については、新しいメッセージフィルタ

の作成, （262ページ）を参照してください。
移動

フィルタをアクティブまたは非アクティブ状態に設定します。詳細については、

新しいメッセージフィルタの作成, （262ページ）を参照してください。
設定

フィルタの現在のセットを、ファイル（アプライアンスの /configurationディレ
クトリ）内に保存されている新しいセットに置き換えます。詳細については、

新しいメッセージフィルタの作成, （262ページ）を参照してください。

import

フィルタの現在のセットを（アプライアンスの /configurationディレクトリ内の）
ファイルにエクスポートします。詳細については、メッセージフィルタのエク

スポート, （266ページ）を参照してください。

export

1つ以上のフィルタに関する情報を一覧表示します。詳細については、メッセー
ジフィルタリストの表示, （267ページ）を参照してください。

list

特定のフィルタに関する詳細情報（フィルタルール自体の本文など）を出力し

ます。詳細については、メッセージフィルタの詳細の表示,（267ページ）を参
照してください。

detail

フィルタの logconfigサブメニューを入力すると、archive()フィルタアクション
からログサブスクリプションを編集できます。詳細については、フィルタログ

サブスクリプションの構成, （267ページ）を参照してください。

logconfig

フィルタを有効にするには、commitコマンドを発行する必要があります。（注）

パラメータには、次の 3つのタイプがあります。

表 28：フィルタ管理パラメータ

フィルタのリスト内の位置に基づいてフィルタを表す整数です。たとえば、

seqnumが 2の場合、リスト内の 2番めのフィルタを表します。
seqnum
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フィルタの表示名。filtname

rangeは、複数のフィルタを表す場合に使用することがあり、「X-Y」の形式
で表されます。XとYは、範囲を指定するための最初と最後の seqnumsです。
たとえば、「2-4」は、2、3、4番めの位置にあるフィルタを表します。Xま
たは Yのいずれかを省略すると、無制限のリストを表します。たとえば、
「-4」は最初から4つのフィルタを表し、「2-」は、先頭以外のすべてのフィ

ルタを表します。キーワード allを使用して、フィルタリスト内のすべての
フィルタを表すこともできます。

range

新しいメッセージフィルタの作成

new [seqnum|filtname|last]

新しいフィルタを挿入する位置を指定します。省略するか、キーワード lastを指定すると、入力
されたフィルタがフィルタリストの最後に追加されます。シーケンス番号は連続させる必要があ

ります。現在のリストの範囲を超える seqnumは入力できません。不明な filtnameを入力すると、
有効な filtname、seqnum、または lastを入力するように求められます。

フィルタを入力したら、手動でフィルタスクリプトを入力する必要があります。入力を終了した

ら、その行自体にピリオド（.）を入力してエントリを終了します。

次の条件ではエラーが発生します。

•シーケンス番号が現在のシーケンス番号の範囲を超えている。

•フィルタに付けた filtnameが一意ではない。

•フィルタに付けた filtnameが予約語である。

•フィルタに構文エラーが発生している。

•インターフェイスなど、存在しないシステムリソースを参照するアクションを実行するフィ
ルタ。

メッセージフィルタの削除

delete [seqnum|filtname|range]

指定したフィルタを削除します。

次の条件ではエラーが発生します。

•指定した名前のフィルタが存在しない。

•指定したシーケンス番号のフィルタが存在しない。
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メッセージフィルタの移動

move [seqnum|filtname|rangeseqnum|last]

最初のパラメータで指定したフィルタを、2番めのパラメータで指定した場所に移動します。2番
めのパラメータがキーワード lastである場合、フィルタはフィルタリストの最後に移動されます。
複数のフィルタを移動する場合、それらのフィルタの相対的な順序は変わりません。

次の条件ではエラーが発生します。

•指定した名前のフィルタが存在しない。

•指定したシーケンス番号のフィルタが存在しない。

•シーケンス番号が現在のシーケンス番号の範囲を超えている。

•移動してもシーケンスが変更されない。

メッセージフィルタのアクティベーションとディアクティベーション

指定されるメッセージフィルタは、activeまたは inactiveのいずれかであり、さらに validまたは
invalidのいずれかです。メッセージフィルタは、activeと validの両方の状態である場合にのみ処
理に使用されます。CLIを使用して、既存のフィルタを activeから inactiveに変更します（その
後、再び戻します）。存在しない（または削除された）リスナーまたはインターフェイスを参照

している場合、そのフィルタは invalidです。

フィルタが inactiveであるかどうかは、構文から判断できます。AsyncOSでは、inactiveである
フィルタのフィルタ名に続くコロンが、感嘆符に変更されます。フィルタを入力またはイン

ポートするときにこの構文を使用すると、AsyncOSはフィルタを inactiveとしてマークしま
す。

（注）

たとえば、次のように無害な「filterstatus」という名前のフィルタを入力します。filter -> set

サブコマンドを使用して、このフィルタを inactiveにします。フィルタの詳細が表示され、コロン
が感嘆符に変わっている点に注目してください（以下の例で、太字で示されています）。

mail3.example.com> filters

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

[]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

filterstatus: if true{skip-filters();}

.

1 filters added.
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Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> list

Num Active Valid Name

1 Y Y filterstatus

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> set

Enter the filter name, number, or range:

[all]> all

Enter the attribute to set:

[active]> inactive

1 filters updated.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file
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- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> detail

Enter the filter name, number, or range:

[]> all

Num Active Valid Name

1 N Y filterstatus

filterstatus! if (true) {

skip-filters();

}

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]>

メッセージフィルタのアクティベーションまたはディアクティベーション
set [seqnum|filtname|range] active|inactive

指定したフィルタを指定した状態に設定します。状態のルールは次のとおりです。

• active：選択したフィルタの状態を activeに設定します。

• inactive：選択したフィルタの状態を inactiveに設定します。

次の条件ではエラーが発生します。

•指定した filtnameのフィルタが存在しない。

•指定したシーケンス番号のフィルタが存在しない。
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inactiveであるフィルタは、構文からも判断できます。ラベル（フィルタ名）の後のコロンが、
感嘆符（!）に変更されます。CLIから手動で入力された、またはインポートされたフィルタに
この構文が含まれる場合、自動的に inactiveとマークされます。たとえば、mailfrompm!が、
mailfrompm:の代わりに表示されます。

（注）

メッセージフィルタのインポート
import filename

処理されるフィルタを含むファイルの名前です。このファイルは、アプライアンスの FTP/SCP
ルートディレクトリの configurationディレクトリ内に存在する必要があります（interfaceconfig

コマンドを使用してインターフェイスの FTP/SCPアクセスを有効にしている場合）。ファイルは
取り込まれて解析され、エラーが存在すれば報告されます。現在のフィルタセット内に存在する

すべてのフィルタは、インポートされたフィルタに置き換わります。詳細については、FTP、SSH、
および SCPアクセス, （1257ページ）を参照してください。現在のフィルタリストをエクスポー
トし（メッセージフィルタのエクスポート,（266ページ）を参照）、そのファイルを編集してイ
ンポートすることを推奨します。

メッセージフィルタをインポートする場合、使用するエンコードを選択するよう求められます。

次の条件ではエラーが発生します。

•ファイルが存在しない。

•フィルタ名が一意ではない。

•フィルタに付けた filtnameが予約語である。

•フィルタに構文エラーが発生している。

•インターフェイスなど、存在しないシステムリソースを参照するアクションを実行するフィ
ルタ。

メッセージフィルタのエクスポート
export filename[seqnum|filtname|range]

既存のフィルタセットを、アプライアンスの FTP/SCPルートディレクトリにある configuration
ディレクトリ内のファイルに所定の形式で出力します。詳細については、FTP、SSH、およびSCP
アクセス, （1257ページ）を参照してください。

メッセージフィルタをエクスポートする場合、使用するエンコードを選択するよう求められま

す。

次の条件ではエラーが発生します。

•指定した名前のフィルタが存在しない。

•指定したシーケンス番号のフィルタが存在しない。
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非 ASCII 文字セットの表示
このシステムでは、CLIで非ASCII文字がUTF-8で表示されます。お使いのターミナル/ディスプ
レイが UTF-8をサポートしていない場合、フィルタが正常に表示されません。

フィルタ内の非ASCII文字を管理する最も良い方法は、フィルタをテキストファイルで編集して
から、そのテキストファイルをアプライアンスにインポートすることです（メッセージフィルタ

のインポート, （266ページ）を参照）。

メッセージフィルタリストの表示
list [seqnum|filtname|range]

指定したフィルタの本文を出力せずに、概要を表形式で表示します。表示される情報は次のとお

りです。

•フィルタ名

•フィルタシーケンス番号

•フィルタの active/inactive状態

•フィルタの valid/invalid状態

次の条件ではエラーが発生します。

•範囲の指定が不正である。

メッセージフィルタの詳細の表示
detail [seqnum|filtname|range]

フィルタの本文や追加の状態情報など、指定したフィルタの情報をすべて表示します。

フィルタログサブスクリプションの構成

logconfig

サブメニューを入力し、archive()アクションによって生成されたメールボックスファイルのフィ

ルタログオプションを設定できます。これらのオプションは、通常の logconfigコマンドで使用

されるオプションとよく似ていますが、ログを参照するフィルタを追加または削除することによっ

てのみ、ログを作成または削除できます。

各フィルタログサブスクリプションには次のデフォルト値が設定されています。この値は、

logconfigサブコマンドを使用して変更できます。

•取得方法：FTP Poll

•ファイルサイズ：10MB
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•ファイルの最大数：10

詳細については、「ロギング」の章を参照してください。

mail3.example.com> filters

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> logconfig

Currently configured logs:

1. "joesmith" Type: "Filter Logs" Retrieval: FTP Poll

Choose the operation you want to perform:

- EDIT - Modify a log setting.

[]> edit

Enter the number of the log you wish to edit.

[]> 1

Choose the method to retrieve the logs.

1. FTP Poll

2. FTP Push

3. SCP Push

[1]> 1

Please enter the filename for the log:

[joesmith.mbox]>

Please enter the maximum file size:

[10485760]>

Please enter the maximum number of files:

[10]>

Currently configured logs:

1. "joesmith" Type: "Filter Logs" Retrieval: FTP Poll
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Enter "EDIT" to modify or press Enter to go back.

[]>

メッセージのエンコードの変更

localeconfigコマンドを使用して、メッセージ処理中のメッセージのヘッダーおよびフッターの

エンコードの変更に関する AsyncOSの動作を設定できます。
example.com> localeconfig

Behavior when modifying headers: Use encoding of message body

Behavior for untagged non-ASCII headers: Impose encoding of message body

Behavior for mismatched footer or heading encoding: Only try encoding from message body

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure multi-lingual settings.

[]> setup

If a header is modified, encode the new header in the same encoding as

the message body? (Some MUAs incorrectly handle headers encoded in a

different encoding than the body. However, encoding a modified header

in the same encoding as the message body may cause certain characters in the modified

header to be lost.) [Y]>

If a non-ASCII header is not properly tagged with a character set and

is being used or modified, impose the encoding of the body on the

header during processing and final representation of the message?

(Many MUAs create non-RFC-compliant headers that are then handled in

an undefined way. Some MUAs handle headers encoded in character sets

that differ from that of the main body in an incorrect way. Imposing the encoding of the

body on the header may encode

the header more precisely. This will be used to interpret the content of headers for

processing, it will not modify or rewrite the header

unless that is done explicitly as part of the processing.) [Y]>

Footers or headings are added in-line with the message body whenever

possible. However, if the footer or heading is encoded differently

than the message body,and if imposing a single encoding will cause

loss of characters, it will be added as an attachment. The system will

always try to use the message body's encoding for the footer or

heading. If that fails, and if the message body's encoding is USASCII,

the system can try to edit the message body to use the footer's
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or heading's encoding. Should the system try to impose the footer's

or headings's encoding on the message body? [N]> y

Behavior when modifying headers: Use encoding of message body

Behavior for untagged non-ASCII headers: Impose encoding of message

body. Behavior for mismatched footer or heading encoding: Try both

body and footer or heading encodings

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure multi-lingual settings.

最初のプロンプトは、ヘッダーが（たとえばフィルタによって）変更されていた場合、メッセー

ジヘッダーのエンコードをメッセージ本文に一致するように変更するかどうかを指定します。

2番めのプロンプトは、ヘッダーの文字セットが適切にタグで指定されていない場合、ヘッダー
に対してメッセージ本文のエンコードを強制する必要があるかどうかを制御します。

3番めのプロンプトは、免責事項のスタンプ（および複数のエンコード）がメッセージ本文でど
のように機能するかを制御するために使用されます。詳細については、「テキストリソース」の

章の「免責事項スタンプと複数エンコード方式」を参照してください。

サンプルメッセージフィルタ

次の例では、filterコマンドを使用して新しいフィルタを 3つ作成します。

•最初のフィルタの名前は、big_messagesです。これは body-sizeルールを使用して、10 MB
より大きいメッセージをドロップします。

• 2番めのフィルタの名前は、no_mp3sです。これはattachment-filenameルールを使用して、.mp3

ファイル拡張子が付いた添付ファイルを含むメッセージをドロップします。

• 3番めのフィルタの名前は、mailfrompmです。これは mail-fromルールを使用して、
postmaster@example.comからのメールをすべて調べ、administrator@example.comのブライン

ドカーボンコピーを作成します。

filter -> listサブコマンドを使用し、フィルタのリストを表示して、フィルタがアクティブで

有効であることを確認します。次に、moveサブコマンドを使用して、最初と最後のフィルタの位

置を入れ替えます。最後に、変更を確定してフィルタを有効にします。

mail3.example.com> filters

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

[]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

big_messages:

if (body-size >= 10M) {

drop();
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}

.

1 filters added.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

no_mp3s:

if (attachment-filename == '(?i)\\.mp3$') {

drop();

}

.

1 filters added.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

mailfrompm:
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if (mail-from == "^postmaster$")

{ bcc ("administrator@example.com");}

.

1 filters added.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> list

Num Active Valid Name

1 Y Y big_messages

2 Y Y no_mp3s

3 Y Y mailfrompm

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> move

Enter the filter name, number, or range to move:

[]> 1

Enter the target filter position number or name:

[]> last

1 filters moved.
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Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> list

Num Active Valid Name

1 Y Y no_mp3s

2 Y Y mailfrompm

3 Y Y big_messages

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> move

Enter the filter name, number, or range to move:

[]> 2

Enter the target filter position number or name:

[]> 1

1 filters moved.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.
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- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]> list

Num Active Valid Name

1 Y Y mailfrompm

2 Y Y no_mp3s

3 Y Y big_messages

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file

- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]>

mail3.example.com> commit

Please enter some comments describing your changes:

[]> entered and enabled 3 filters: no_mp3s, mailfrompm, big_messages

Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]> n

Changes committed: Fri May 23 11:42:12 2014 GMT

メッセージフィルタの例
この項では、実際のフィルタの例を示し、各フィルタについて簡単に説明します。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
274

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

メッセージフィルタの例



オープンリレー防止フィルタ

このフィルタは、次のように電子メールアドレスに%、余分な@、および !文字が含まれている
メッセージをバウンスします。

• user%otherdomain@validdomain

• user@otherdomain@validdomain:

• domain!user@validdomain

sourceRouted:

if (rcpt-to == "(%|@|!)(.*)@") {

bounce();

}

Ciscoアプライアンスは、従来のSendmail/Qmailシステムを活用するためによく使用される、この
ようなサードパーティ製のリレーハックの影響を受けません。これらの記号の多く（%など）は
正当な電子メールアドレスの一部である可能性があるため、Ciscoアプライアンスはこれらを有
効なアドレスとして受け入れ、設定済みの受信者リストと照合し、次の内部サーバに渡します。

Ciscoアプライアンスは、これらのメッセージを外部にリレーしません。

このようなフィルタは、このタイプのメッセージをリレーできるように誤って設定されたオープ

ンソースMTAを使用しているユーザを保護するために所定の場所に設定されます。

このようなタイプのアドレスを処理するように、リスナーを設定することもできます。詳細に

ついては、Webインターフェイスを使用してリスナーを作成することによる接続要求のリスニ
ング, （86ページ）を参照してください。

（注）

ポリシー適用フィルタ

件名に基づき通知するフィルタ

このフィルタは、件名に特定の用語が含まれているかどうかに基づいて通知を送信します。

search_for_sensitive_content:

if (Subject == "(?i)plaintiff|lawsuit|judge" ) {

notify ("admin@company.com");

}
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競合他社に送信されたメールの BCC およびスキャン
このフィルタは、競合他社に送信されたメッセージをスキャンし、ブラインドコピーを作成しま

す。辞書と header-dictionary-match()ルールを使用して、柔軟性の高い競合他社のリストを指定

できます（ディクショナリルール, （193ページ）を参照）。

competitorFilter:

if (rcpt-to == '@competitor1.com|@competitor2.com') {

bcc-scan('legal@example.com');

}

特定のユーザをブロックするフィルタ

このフィルタを使用すると、特定のアドレスからの電子メールをブロックします。

block_harrasing_user:

if (mail-from == "ex-employee@hotmail\\.com") {

notify ("admin@company.com");

drop ();

}

メッセージのアーカイブおよびドロップフィルタ

ファイルタイプが一致するメッセージのみをログ記録およびドロップします。

drop_attachments:

if (mail-from != "user@example.com") AND (attachment-filename ==

'(?i)\\.(asp|bas|bat|cmd|cpl|exe|hta|ins|isp|js)$')

{

archive("Drop_Attachments");

insert-header("X-Filter", "Dropped by: $FilterName MID: $MID");

drop-attachments-by-name("\\.(asp|bas|bat|cmd|cpl|exe|hta|ins|isp|js)$");

}

大きい「To:」ヘッダーのフィルタ
「To」ヘッダーが非常に大きいメッセージを検索します。

archive()行を使用して適切なアクションを検証し、drop()をイネーブルまたはディセーブルにし
て安全性を高めます。

toTooBig:
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if(header('To') == "^.{500,}") {

archive('tooTooBigdropped');

drop();

}

空白の「From:」フィルタ
空白の「From」ヘッダーを特定します。

このフィルタは、「from」アドレスが空白であるさまざまな形式に対応できます。

blank_mail_from_stop:

if (recv-listener == "InboundMail" AND header("From") == "^$|<\\s*>") {

drop ();

}

また、Envelope Fromが空欄のメッセージをドロップする場合は、次のフィルタを使用します。

blank_mail_from_stop:

if (recv-listener == "InboundMail" AND (mail-from == "^$|<\\s*>" OR header ("From") ==
"^$|<\\s*>"))

{

drop ();
}

SRBS フィルタ
SenderBaseレピュテーションフィルタ：

note_bad_reps:
if (reputation < -2) {
strip-header ('Subject');

insert-header ('Subject', '***BadRep $Reputation *** $Subject');
}

SRBS 変更フィルタ
特定のドメインの SenderBase Reputation Score（SBRS; SenderBaseレピュテーションスコア）しき
い値を変更します。

mod_sbrs:
if ( (rcpt-count == 1) AND (rcpt-to == "@domain\\.com$") AND (reputation < -2) ) {
drop ();
}

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
277

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

ポリシー適用フィルタ



ファイル名の正規表現フィルタ

このフィルタは、メッセージ本文のサイズの範囲を指定し、正規表現に一致する添付ファイルを

検索します（このパターンに一致するファイル名は、「readme.zip」、「readme.exe」、
「attach.exe」、など）。

filename_filter:
if ((body-size >= 9k) AND (body-size <= 20k)) {
if (body-contains ("(?i)(readme|attach|information)\\.(zip|exe)$")) {
drop ();

}

}

ヘッダー内の SenderBase レピュテーションスコアの表示フィルタ
ヘッダーのログが記録されるので、メールログで表示できます（「ロギング」の章を参照）。

Check_SBRS:

if (true) {

insert-header('X-SBRS', '$Reputation');

}

ポリシーのヘッダーへの挿入フィルタ

どのメールフローポリシーが接続を受け入れたかを示します。

Policy_Tracker:

if (true) {

insert-header ('X-HAT', 'Sender Group $Group, Policy $Policy applied.');

}

多数の受信者のバウンスフィルタ

3つ以上の固有ドメインから 50人を超える受信者が指定されている発信電子メールメッセージを
すべてバウンスします。

bounce_high_rcpt_count:

if ( (rcpt-count > 49) AND (rcpt-to != "@example\\.com$") ) {

bounce-profile ("too_many_rcpt_bounce"); bounce ();

}
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ルーティングおよびドメインスプーフィング

Virtual Gateway フィルタの使用
仮想ゲートウェイを使用してトラフィックを区分します。システムに 2つのインターフェイス
「public1」と「public2」が存在するとします。デフォルトの配信インターフェイスは「public1」
です。これにより、発信トラフィックはすべて 2番めのインターフェイスを介すように強制され
ます。バウンスおよびその他同様のタイプのメールはフィルタを通過しないため、そのようなメー

ルは public1から配信されます。

virtual_gateways:

if (recv-listener == "OutboundMail") {

alt-src-host ("public2");

}

配信とリスナーのフィルタに対する同じリスナーの使用

配信と受信に同じリスナーを使用します。このフィルタでは、パブリックリスナー「listener1」で
受信したメッセージを、インターフェイス「listener1」から送信できます（設定したパブリックイ
ンジェクタごとに、固有のフィルタをセットアップする必要があります）。

same_listener:

if (recv-inj == 'listener1') {

alt-src-host('listener1');

}

単一のリスナーのフィルタ

単一のリスナーでフィルタを機能させます。たとえば、システム全体で実行するのではなく、メッ

セージフィルタを処理する専用のリスナーを指定します。

textfilter-new:

if (recv-inj == 'inbound' and body-contains("some spammy message")) {

alt-rcpt-to ("spam.quarantine@spam.example.com");

}
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スプーフィングドメインのドロップフィルタ（単一のリスナー）

スプーフィングドメイン（内部のアドレスからであると偽り、単一のリスナーで機能する）が使

用されている電子メールをドロップします。以下の IPアドレスは、架空のドメインmycompany.com

を表しています。

DomainSpoofed:

if (mail-from == "mycompany\\.com$") {

if ((remote-ip != "1.2.") AND (remote-ip != "3.4.")) {

drop();

}

}

スプーフィングドメインのドロップフィルタ（複数のリスナー）

前述と同じですが、複数のリスナーを使用して動作します。

domain_spoof:

if ((recv-listener == "Inbound") and (mail-from == "@mycompany\\.com")) {

archive('domain_spoof');

drop ();

}

別のスプーフィングドメインのドロップフィルタ

概要：ドメインスプーフィング対策フィルタ：

reject_domain_spoof:

if (recv-listener == "MailListener") {

insert-header("X-Group", "$Group");

if ((mail-from == "@test\\.mycompany\\.com") AND (header("X-Group") != "RELAYLIST")) {

notify("me@here.com");

drop();

strip-header("X-Group");

}
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ルーピングの検出フィルタ

このフィルタを使用して、メールループを発生させている要因を検出、停止、および判断しま

す。このフィルタは、Exchangeサーバまたはそれ以外の場所で発生している構成の問題を判断す
るために役立ちます。

External_Loop_Count:

if (header("X-ExtLoop1")) {

if (header("X-ExtLoopCount2")) {

if (header("X-ExtLoopCount3")) {

if (header("X-ExtLoopCount4")) {

if (header("X-ExtLoopCount5")) {

if (header("X-ExtLoopCount6")) {

if (header("X-ExtLoopCount7")) {

if (header("X-ExtLoopCount8")) {

if (header("X-ExtLoopCount9")) {

notify ('joe@example.com');

drop();

}

else {insert-header("X-ExtLoopCount9", "from
$RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoopCount8", "from $RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoopCount7", "from $RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoopCount6", "from $RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoopCount5", "from $RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoopCount4", "from $RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoopCount3", "from $RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoopCount2", "from $RemoteIP");}}

else {insert-header("X-ExtLoop1", "1");

}

デフォルトでは、AsyncOSは自動的にメールのループを検出し、100回ループしたメッセージ
をドロップします。

（注）
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スキャン動作の設定
スキャンパラメータを設定することで、本文と添付ファイルのスキャン動作（スキャン中にス

キップする添付ファイルのタイプなど）を制御できます。これらのパラメータを設定するには、

[スキャン動作（Scan Behavior）]ページまたは scanconfigコマンドを使用します。スキャン動作

の設定はグローバルな設定であるため、すべてのスキャンの動作に影響します。

zipなどの圧縮ファイルに含まれるMIMEタイプをスキャンする場合、スキャンリストに
「compressed」または「zip」または「application/zip」リストを含める必要があります。

（注）

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [スキャン動作（Scan Behavior）]をクリックします。
ステップ 2 添付ファイルタイプのマッピングを定義します。次のいずれかを実行します。

•新しい添付ファイルタイプのマッピングを追加する。[マッピングの追加（Add Mappin）]をクリッ
クします。

•設定ファイルを使用して添付ファイルタイプマッピングのリストをインポートする。[インポートリ
スト（Import List）]をクリックし、configurationディレクトリから該当する設定ファイルをインポー
トします。

この手順を実行するためには、設定ファイルが、アプライアンスの configurationディレク
トリに存在する必要があります。設定ファイルの管理, （977ページ）を参照してくださ
い。

（注）

•既存の添付ファイルタイプマッピングを変更するには [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 グローバル設定を行います。次の手順を実行します。

a) [グローバル設定（Global Settings）]で、[グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックし
ます。

b) 目的のフィールドを編集します。

説明フィールド

添付ファイルタイプマッピングで定義されている添付ファイ

ルタイプをスキャンするか、またはスキップするかを選択し

ます。

上記の表にあるMIMEタイプ/フィン
ガープリントの添付ファイルの場合の

アクション（Action for attachments with
MIME types / fingerprints in table above）

スキャンする添付ファイルの繰り返しの最大レベルを指定し

ます。

スキャンする添付ファイル繰り返しの

最大深度（Maximumdepth of attachment
recursion to scan）
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説明フィールド

スキャンする添付ファイルの最大サイズを指定します。スキャンする最大添付ファイルサイズ

（Maximum attachment size to scan）

添付ファイルのメタデータをスキャンするか、またはスキッ

プするかを指定します。

添付ファイルメタデータスキャン

（Attachment Metadata scan）

スキャンのタイムアウト期間を指定します。添付ファイルスキャンタイムアウト

（Attachment scanning timeout）

スキャンされない添付ファイルを検索パターンに一致するも

のとみなすかどうかを指定します。

何らかの理由でスキャンされない場

合、添付ファイルがパターンに一致す

るものと仮定します（Assume
attachment matches pattern if not scanned
for any reason）

指定の添付ファイルを削除するためにメッセージを分解でき

ないときに実行するアクションを指定します。

メッセージを分解し、指定の添付ファ

イルを削除できないときのアクション

（Action when message cannot be
deconstructed to remove specified
attachments）

コンテンツまたはメッセージフィルタエラーの場合にすべて

のフィルタをバイパスするかどうかを指定します。

コンテンツまたはメッセージフィルタ

エラーの場合、すべてのフィルタをバ

イパスします（Bypass all filters in case
of a content or message filter error）

エンコーディングが指定されていない場合に使用するエンコー

ディングを指定します。

何も指定されていないときに使用する

符号化（Encoding to use when none is
specified）

不透明な署名の付いたメッセージを明瞭な署名のものに変換

する(S/MIMEアンパック)かどうかを指定します。
不透明な署名の付いたメッセージを明

瞭な署名のものに変換する(S/MIMEア
ンパック)（Convert opaque-signed
messages to clear-signed (S/MIME
unpacking)）

c) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 4 （任意）コンテンツスキャナファイルを手動で更新します。[現在のコンテンツスキャナファイル（Current
Content Scanner files）]で [今すぐ更新（Update Now）]をクリックします。
通常、これらのファイルは、アップデートサーバを使用して自動的に更新されます。
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CLIで contentscannerupdateを使用して、これらのファイルを手動で更新することもできま

す。

（注）

ステップ 5 変更を確定します。
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第 10 章

メールポリシー

この章は、次の項で構成されています。

• メールポリシーの概要, 285 ページ

• メールポリシーをユーザ単位で適用する方法, 286 ページ

• 着信メッセージと発信メッセージの異なる処理, 287 ページ

• メールポリシーへのユーザの一致, 288 ページ

• メッセージ分裂, 290 ページ

• メールポリシーの設定, 292 ページ

メールポリシーの概要
Eメールセキュリティアプライアンスはメールポリシーを使用して、組織とユーザとの間で送信
されるメッセージについての組織のポリシーを適用します。これらは、組織が社内のネットワー

クに入ったり出たりして欲しくない、疑わしい、機密な、または悪意のあるコンテンツのタイプ

を指定する一連のルールです。このコンテンツは次のようなものがあります。

•スパム

•問題のないマーケティングメッセージ

•グレイメール

•ウイルス

•フィッシングおよび他のメール攻撃のターゲット

•機密企業データ

•個人情報

組織内の異なるユーザグループの個別のセキュリティニーズを満たすために複数のポリシーを作

成できます。Eメールセキュリティアプライアンスはこれらのポリシーに定義されているルール
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を使用して各メッセージをスキャンし、必要に応じて、ユーザを保護するアクションを実行しま

す。たとえば、ポリシーは、スパムの疑いのあるメッセージが幹部に配信されないようにすると

共に、そのコンテンツについて警告する件名に変更して ITスタッフへの配信を許可することがで
きます。システム管理者グループ以外のすべてのユーザで、危険な実行可能プログラムの添付ファ

イルをドロップします。

メールポリシーをユーザ単位で適用する方法

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

この機能で、次の 1つ以上をイネーブル化し、設定できます。Eメールセキュリティアプライアンス
が着信または発信メッセージに使用す

ステップ 1   

•アンチウイルス, （327ページ）
るコンテンツスキャン機能をイネーブ

ルにします。 •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, （463ページ）（着信メッセージのみ）

•スパム対策, （349ページ）

•グレイメールの検出と安全な配信停止。グレイメールの管
理, （385ページ）を参照してください。

•アウトブレイクフィルタ, （399ページ）

•データ損失の防止,（493ページ）（発信メッセージのみ）

•コンテンツフィルタ（Content Filters）, （299ページ）

参照先：コンテンツフィルタ（Content Filters）,（299ページ）（任意）特定のデータを含むメッセー

ジに対して実行するアクションの場合

にコンテンツフィルタを作成します。

ステップ 2   

受信者がグループメンバーであるかどうかを判別するグループ

LDAPクエリの使用, （782ページ）を参照してください。
（任意）メールポリシーのルールが適

用されるユーザを指定するLDAPグルー
プクエリーを定義します。

ステップ 3   

着信または発信メッセージのデフォルトのメールポリシーの設

定, （292ページ）を参照してください。
（任意）着信または発信メッセージの

デフォルトのメールポリシーを定義し

ます。

ステップ 4   

着信または発信メールポリシーを作成します。ユーザ特定のメールポリシーを設定す

るユーザグループを定義します。

ステップ 5   

詳細については、メールポリシーの設定,（292ページ）を参照
してください。

メールポリシーの異なるコンテンツのセキュリティ機能を設定

します。

コンテンツセキュリティ機能とアプラ

イアンスがメッセージに対して実行す

ステップ 6   

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
286

メールポリシー

メールポリシーをユーザ単位で適用する方法



目的コマンドまたはアクション

•コンテンツフィルタ：特定のユーザグループに対するメッ
セージへのコンテンツフィルタの適用, （323ページ）

るコンテンツフィルタアクションを設

定します。

• Anti-Virus:ユーザのウイルススキャンアクションの設定,
（334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：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, （463ページ）

• Anti-Spam:スパム対策ポリシーの定義, （357ページ）

•グレイメールの検出と安全な配信停止：グレイメールの検
出と安全な配信停止の着信メールポリシーの設定, （392
ページ）

• Outbreak Filters:アウトブレイクフィルタ機能とアウトブレ
イク隔離, （421ページ）

•データ漏洩防止（DLP）：発信メールポリシーを使用した
送信者および受信者への DLPポリシーの割り当て, （514
ページ）。

着信メッセージと発信メッセージの異なる処理
Eメールセキュリティアプライアンスはメッセージコンテンツセキュリティに 2つの異なるメー
ルポリシーのセットを使用します。

•メッセージの着信メールポリシーは、リスナーの ACCEPT HATポリシーに一致する接続か
ら受信されるメッセージです。

•メッセージの発信メールポリシーは、リスナーの RELAYHATポリシーに一致する接続から
のメッセージです。この接続には、SMTP AUTHで認証された任意の接続が含まれます。

異なるポリシーのセットを持つことで、ユーザに送信またはユーザから送信されたメッセージに

対し異なるセキュリティルールを定義することができます。これらのテーブルを管理するには、

GUIの [メールポリシー（Mail Policies）] > [着信メールポリシー（IncomingMail Policies）]ページ
または [発信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]ページ、あるいは CLIの policyconfigコマ
ンドを使用します。
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一部の機能は発信メールポリシーのみ、または着信メールポリシーのみに適用できます。デー

タ消失防止スキャンは、発信メッセージに対してのみ実行できます。高度なマルウェア防御

（ファイルレピュテーションスキャンおよびファイルの分析）は着信メールポリシーでのみ

使用できます。

特定のインストールでは、Ciscoアプライアンスを経由する「内部」メールは、すべての受信
者が内部アドレスにアドレス指定されている場合でも、発信と見なされます。たとえばデフォ

ルトでは、システムセットアップウィザードによって C170および C190アプライアンスに対
して、着信電子メールの受信および発信電子メールのリレー用に、リスナー1つの物理イーサ
ネットポート 1つのみが設定されます。

（注）

メールポリシーへのユーザの一致
メッセージがアプライアンスによって受信されると同時に、Eメールセキュリティアプライアン
スは、メッセージが着信か発信かによって、各メッセージ受信者と送信者を着信または発信メッ

セージポリシーテーブルのメールポリシーに一致させようとします。

一致は受信者のアドレス、送信者のアドレス、または両方に基づきます。

•受信者アドレスは、エンベロープ受信者アドレスとマッチングされます。

受信者アドレスが一致すると、入力された受信者アドレスは、電子メールパイプラインの先

行部分による処理後の最終アドレスです。たとえば、イネーブルの場合、デフォルトドメイ

ン、LDAPルーティングまたはマスカレード、エイリアステーブル、ドメインマップ、メッ
セージフィルタ機能はエンベロープ受信者アドレスを書き換えることができ、メッセージが

メールポリシーに一致するかどうかに影響することがあります。

•送信者アドレスは、次のアドレスとマッチングされます。

◦エンベロープ送信者（RFC821 MAIL FROMアドレス）

◦ RFC822 From:ヘッダーのアドレス

◦ RFC822 Reply-To:ヘッダーのアドレス

アドレスマッチングは、完全な電子メールアドレス、ユーザ、ドメインまたは部分的なドメイン

のいずれか、あるいは LDAPグループメンバーシップで行われます。

最初に一致したものが有効

各ユーザは（送信者または受信者）トップダウン方式の適切なメールポリシーテーブルで定義し

たメールポリシーごとに評価されます。

ユーザごとに、最初に一致したポリシーが適用されます。ユーザが特定のポリシーと一致しない

場合、ユーザは自動的にテーブルのデフォルトポリシーと一致します。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
288

メールポリシー

メールポリシーへのユーザの一致



送信者アドレスに基づいて一致する場合、メッセージの残りのすべての受信者がそのポリシーに

一致します。（これは、メッセージごとに存在する送信者が 1人だけのためです）。

エンベロープ送信者とエンベロープ受信者は、メッセージをメールポリシーに突き合わせるとき

に送信者ヘッダーよりも高いプライオリティを持ちます。メールポリシーを特定のユーザに合わ

せて構成すると、メッセージはエンベロープ送信者とエンベロープ受信者に基づいてメールポリ

シーに自動的に分類されます。

ポリシーマッチングの例

次の例では、ポリシーテーブルがどのように上から順にマッチングされるかを説明します。

次の表に示す着信メールの電子メールセキュリティポリシーの表では、着信メッセージはさまざ

まなポリシーとマッチングされます。

表 29：ポリシーマッチングの例

Usersポリシー名順序

受信者（Recipient）Sender

joe@example.com

ann@example.com

ANYspecial_people1

ANY@lawfirm.comfrom_lawyers2

@newdomain.com

@anotherexample.com

ANYacquired_domains3

PublicLDAP.ldapgroup:
engineers

ANYengineering4

jim@john@larry@ANYsales_team5

ANYANYデフォルトポリシー[6]

例 1
送信者 bill@lawfirm.comから受信者 jim@example.comに送信されるメッセージは次に一致します。

•ポリシー #2、ユーザの説明が送信者（@lawfirm.com）と受信者（ANY）に一致する場合。

•ポリシー #2、エンベロープ送信者が bill@lawfirm.comである場合。

•ポリシー #5、ヘッダー送信者は bill@lawfirm.comだが、エンベロープ送信者が@lawfirm.com

と一致しない場合。
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例 2
送信者 joe@yahoo.comは、3人の受信者、john@example.com、jane@newdomain.comおよび

bill@example.comに着信メッセージを送信します。

•受信者 jane@newdomain.comへのメッセージは、ポリシー #3で定義されたスパム対策、ウイ
ルス対策、アウトブレイクフィルタおよびコンテンツフィルタを受信します。

•受信者john@example.comへのメッセージはポリシー#5で定義されている設定を受信します。

•受信者 bill@example.comはエンジニアリングLDAPクエリーに一致しないため、メッセージ
はデフォルトポリシーで定義された設定を受け取ります。

次の例では、受信者が複数あるメッセージでメッセージ分裂がどのように発生するかについて示

します。 詳細については、メッセージ分裂, （290ページ）を参照してください。

例 3
送信者 bill@lawfirm.com（bill@lawfirm.comはエンベロープ送信者に使用される）は、メッセー

ジを受信者 ann@example.comおよび larry@example.comに送信します。

•受信者 ann@example.comは、ポリシー #1で定義されているスパム対策、ウイルス対策、アウ
トブレイクフィルタおよびコンテンツフィルタを受信します。

•受信者 larry@example.comは、ポリシー #2で定義されているスパム対策、ウイルス対策、ア
ウトブレイクフィルタおよびコンテンツフィルタを受信します。これは、送信者

（@lawfirm.com）と受信者（jim@）が一致するためです。

メッセージ分裂
インテリジェントなメッセージ分裂は、受信者に基づいたコンテンツの異なるセキュリティルー

ルを複数の受信者に対するメッセージに個別に適用できるメカニズムです。

各受信者は、該当するメールポリシーテーブル（着信または発信）の各ポリシーに対して上から

順に評価されます。

メッセージに一致する各ポリシーは、これらの受信者に新しいメッセージを作成します。このプ

ロセスが、「メッセージ分裂」と定義されます。

•一部の受信者が異なるポリシーと一致する場合、受信者は一致したポリシーに基づいてグ
ループ化され、メッセージは一致したポリシー数と同数のメッセージに分裂されます。これ

らの受信者は、それぞれ適切な「分裂先」に設定されます。

•すべての受信者が同じポリシーと一致する場合、メッセージは分裂されません。反対に、最
も多くの分裂が行われるのは、単一のメッセージがメッセージ受信者 1人 1人に分裂される
場合です。
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•その後、各メッセージ分裂は、アンチスパム、アンチウイルス、高度なマルウェア防御（着
信メッセージのみ）、DLPスキャン（発信メッセージのみ）、アウトブレイクフィルタおよ
びコンテンツフィルタにより電子メールパイプラインで個別に処理されます。

次の表に、電子メールパイプラインでメッセージが分裂されるポイントを示します。

↓すべての受信者のメッセージ電子メール

セキュリティ

マネージャ

スキャン（受

信者 1人あた
り）

メッセージフィルタ

（filters）

ワーク

キュー

メッセージは、メッセージフィルタ

処理直後の、スパム対策処理前に分裂

されます。

ポリシー1に一致するすべての受信者
のメッセージ

ポリシー2に一致するすべての受信者
のメッセージ

すべてのその他の受信者向けのメッ

セージ（デフォルトのポリシーに一

致）

DLPスキャンは、発信メッ
セージだけに実行されま

す。

（注）

スパム対策

（antispamconfig、

antispamupdate）

アンチウイルス

（antivirusconfig、

antivirusupdate）

ファイルレピュテーションと

ファイル分析（高度なマルウェ

ア防御）

（ampconfig）

グレイメール管理

コンテンツフィルタ

（policyconfig -> filters）

アウトブレイクフィルタ

（outbreakconfig、

outbreakflush、outbreakstatus、

outbreakupdate）

データ損失の防止

（policyconfig）

新しいMID（メッセージ ID）が、各メッセージ分裂用に作成されます（たとえば、MID1は、
MID2およびMID3になります）。詳細については、「ロギング」の章を参照してください。
また、トレース機能は、メッセージを分裂したポリシーを示します。

（注）

電子メールセキュリティマネージャポリシーのポリシーマッチングおよびメッセージ分裂は、

アプライアンスで使用できるメッセージ処理の管理に影響を与えます。
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管理例外

各分裂メッセージの反復処理はパフォーマンスに影響するため、シスコは管理例外単位で十分な

コンテンツセキュリティルールを設定することを推奨します。つまり、組織のニーズを評価し、

大多数のメッセージがデフォルトポリシーで処理され、少数のメッセージが、追加の「例外」ポ

リシーで処理されるように機能を設定します。このようにすることで、メッセージ分裂が最小化

され、ワークキューの各分裂メッセージの処理により受けるシステムパフォーマンスの影響が少

なくなります。

メールポリシーの設定
メールポリシーはスパム対策やウイルス対策などの特定のセキュリティ設定に、異なるユーザグ

ループをマップします。

着信または発信メッセージのデフォルトのメールポリシーの設定

デフォルトのメールポリシーは他のメールポリシーに該当しないメッセージに適用されます。他

のポリシーが設定されていない場合、デフォルトポリシーはすべてのメッセージに適用されま

す。

はじめる前に

個々のセキュリティサービスをメールポリシーに定義する方法を理解します。メールポリシー

をユーザ単位で適用する方法, （286ページ）を参照してください。

ステップ 1 要件に応じて、次のいずれかを選択します。

• [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]

• [メールポリシー（Mail Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]を選択します。

ステップ 2 デフォルトのメールポリシーに設定するセキュリティサービスのリンクをクリックします。

デフォルトのセキュリティサービス設定の場合、このページの最初の設定では、ポリシーでサー

ビスがイネーブルになるかどうかを定義します。[無効（Disable）]をクリックしてすべてのサー
ビスをディセーブルにできます。

（注）

ステップ 3 セキュリティサービスの設定値を設定します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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送信者および受信者のグループのメールポリシーの作成

はじめる前に

•個々のセキュリティサービスをメールポリシーに定義する方法を理解します。メールポリ
シーをユーザ単位で適用する方法, （286ページ）を参照してください。

•各受信者は、適切なテーブル（着信または発信）の各ポリシーに対して上から順に評価され
ます。詳細については、最初に一致したものが有効, （288ページ）を参照してください。

•（任意）メールポリシーの管理を担当する委任管理者を定義します。委任管理者は、ポリ
シーのアンチスパム、アンチウイルス、高度なマルウェア防御、アウトブレイクフィルタの

設定を編集し、ポリシーのコンテンツフィルタを有効化または無効化できます。オペレータ

および管理者のみがメールポリシーの名前または送信者、受信者、またはグループを変更で

きます。メールポリシーへのフルアクセス権があるカスタムユーザロールはメールポリ

シーに自動的に割り当てられます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]または [メールポリ
シー（Mail Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]を選択します。

ステップ 2 [ポリシーを追加（Add Policy）]をクリックします。
ステップ 3 メールポリシーの名前を入力します。

ステップ 4 （任意）[編集可能なユーザ(役割)（Editable by (Roles)）]のリンクをクリックし、メールポリシーの管理
を担当する委任管理者のカスタムユーザ役割を選択します。

ステップ 5 ポリシーのユーザを定義します。ユーザを定義する手順については、メールポリシーの送信者および受信

者の定義, （293ページ）を参照してください。
ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 7 メールポリシーを設定するコンテンツセキュリティサービスのリンクをクリックします。

ステップ 8 ドロップダウンリストから、デフォルト設定を使用する代わりに、ポリシーの設定をカスタマイズするオ

プションを選択します。

ステップ 9 セキュリティサービスの設定をカスタマイズします。

ステップ 10 変更を送信し、保存します。

メールポリシーの送信者および受信者の定義

次の方法で、ポリシーを適用する送信者と受信者を定義できます。

•完全な電子メールアドレス：user@example.com

•電子メールアドレスの一部：user@

•ドメインのすべてのユーザ：@example.com
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•部分ドメインのすべてのユーザ：@.example.com

• LDAPクエリーとのマッチング

ユーザの入力は、AsyncOSの GUIおよび CLIの両方で、大文字と小文字が区別されます。た
とえば、ユーザの受信者 Joe@を入力すると、joe@example.comに送信されるメッセージが一致

します。

（注）

メールポリシーの送信者と受信者を定義する際、次の点に注意してください。

•少なくとも 1人の送信者と受信者を指定する必要があります。

•次の場合に一致するポリシーを設定できます。

◦メッセージが、任意の送信者、指定した1人以上の送信者からのものであるか、指定し
た送信者からのものでない場合。

◦メッセージが、任意の受信者、指定した1人以上の受信者、指定したすべての受信者に
送信されるか、指定した受信者に送信されない場合。

ステップ 1 [ユーザ（Users）]セクションで [ユーザの追加（Add User）]をクリックします。
ステップ 2 ポリシーの送信者を定義します。次のいずれかのオプションを選択します。

•任意の送信者（AnySender）。メッセージが任意の送信者からのものである場合、ポリシーと一致し
ます。

•次の送信者（Following Senders）。メッセージが指定した 1人以上の送信者からのものである場合、
ポリシーと一致します。このオプションを選択して、テキストボックスに送信者の詳細を入力する

か、LDAPグループクエリーを選択します。

•次の送信者は該当しません（Following Senders are Not）。メッセージが指定した送信者からのもので
ない場合、ポリシーと一致します。このオプションを選択して、テキストボックスに送信者の詳細

を入力するか、LDAPグループクエリーを選択します。

上記のフィールドを選択する際にどのように送信者の条件が設定されるかを把握するには、例,（295ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 3 ポリシーの受信者を定義します。次のいずれかのオプションを選択します。

•任意の受信者（AnyRecipient）。メッセージが任意の受信者に送信される場合、ポリシーと一致しま
す。

•次の受信者（Following Recipients）。メッセージが指定した受信者に送信される場合、ポリシーと一
致します。このオプションを選択して、テキストボックスに受信者の詳細を入力するか、LDAPグ
ループクエリーを選択します。
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メッセージが指定した1人以上の受信者または指定したすべての受信者に送信される場合、ポリシーが一
致するかどうかを選択できます。ドロップダウンリストから [1つ以上の条件が一致した場合（If One or
More Conditions Match）]または [すべての条件が一致した場合のみ（Only if all conditions match）]のいず
れかのオプションを選択します。

•次の受信者は該当しません（Following Recipients are Not）。メッセージが指定した受信者に送信され
ない場合、ポリシーと一致します。このオプションを選択して、テキストボックスに受信者の詳細

を入力するか、LDAPグループクエリーを選択します。

このオプションは、[次の受信者（FollowingRecipients）]を選択し、ドロップダウンリストから
[すべての条件が一致した場合のみ（Only if all conditions match）]を選択した場合にのみ設定で
きます。

（注）

上記のフィールドを選択する際にどのように受信者の条件が設定されるかを把握するには、例,（295ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 5 [ユーザ（Users）]セクションで選択した条件を確認します。

例

次の表で、[ユーザの追加（Add User）]ページでさまざまなオプションを選択する際に、どのよ
うに条件が設定されるかを示します。

条件受信者（Recipient）Sender

次の受信者は

該当しません

（Following
Recipients are
Not）

次の受信者

（Following
Recipients）

任意の受

信者

（Any
Recipient）

次の送信

者は該当

しません

（Following
Senders
are Not）

次の送信

者

（Following
Senders）

任意の

送信者

（Any
Sender）
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送信者：任意

受信者：

user1@[AND]user2@

-オン

（デフォル

ト） [すべて
の条件が一致

した場合のみ

（Only if all
conditions
match）]が選
択されていま

す。

値：

user1@、

user2@

---オン

送信者：

u1@a.com[OR]u2@a.com

受信者：

[u1@b.com[AND]u2@b.com]

[AND]

[[NOT]

[u3@b.com[AND]u4@b.com]]

オン

値：

u3@b.com、

u4@b.com

オン

（デフォル

ト） [すべて
の条件が一致

した場合のみ

（Only if all
conditions
match）]が選
択されていま

す。

値：

u1@b.com、

u2@b.com

--オン

値：

u1@a.com、

u2@a.com

-

送信者：

[NOT]

[u1@a.com[OR]u2@a.com]

受信者：

u1@b.com [OR] u2@b.com

-オン

[1つ以上の条
件が一致した

場合（If One
or More
Conditions
Match）]オプ
ションも選択

されます

値：

u1@b.com、

u2@b.com

-オン

値：

u1@a.com、

u2@a.com

--
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送信者または受信者に適用するポリシーの検索

すでに着信または発信メールポリシーに定義されているユーザを検索するには、[メールポリシー
（Mail Policies）]ページの上部にある [ポリシー検索（Find Policies）]セクションを使用します。

たとえば、bob@example.comと入力して、[ポリシー検索（Find Policies）]ボタンをクリックする
と、ポリシーに一致する定義済みのユーザが含まれるポリシーが表示されます。

そのポリシーのユーザを編集するには、ポリシーの名前をクリックします。

ユーザを検索する場合、デフォルトポリシーは常に表示されるため注意してください。これは、

定義上、送信者または受信者が設定されているポリシーと一致しない場合、デフォルトのポリシー

が必ず一致するためです。

管理例外

前述の 2つの例で示されている手順を使用して、管理例外に基づいたポリシーの作成および設定
を開始できます。つまり、組織のニーズを評価した後で、メッセージの大部分がデフォルトポリ

シーで処理されるように、ポリシーを設定できます。また、必要に応じて、異なるポリシーを管

理して、特定のユーザまたはユーザグループの追加「例外」ポリシーを作成できます。このよう

にすることで、メッセージ分裂が最小化され、ワークキューの各分裂メッセージの処理により受

けるシステムパフォーマンスの影響が少なくなります。

スパム、ウイルスおよびポリシー実行に対する組織またはユーザの許容値に基づいて、ポリシー

を定義できます。次の表に、いくつかのポリシーの例の概要を示します。「積極的な」ポリシー

では、エンドユーザのメールボックスに到達するスパムおよびウイルスの量が最小限に抑えられ

ます。「保守的な」ポリシーでは、偽陽性を回避し、ポリシーに関係なく、ユーザによるメッセー

ジの見落としを防ぐことができます。

表 30：積極的および保守的な電子メールセキュリティマネージャ設定

保守的な設定積極的な設定

陽性と判定されたスパム：隔離

陽性と疑わしいスパム：メッセージの件名の前に

「[Suspected Spam]」が追加されて配信

マーケティングメール：ディセーブル

陽性と判定されたスパム：ドロップ

陽性と疑わしいスパム：隔離

マーケティングメール：メッセージの件名の

前に「[Marketing]」が追加されて配信

スパム対策

修復されたメッセージ：配信

暗号化されたメッセージ：隔離

スキャンできないメッセージ：隔離

感染メッセージ：ドロップ

修復されたメッセージ：配信

暗号化されたメッセージ：ドロップ

スキャンできないメッセージ：ドロップ

感染メッセージ：ドロップ

ウイルス対策
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保守的な設定積極的な設定

スキャンされていない添付ファイル：メッセージ

の件名の前に「[WARNING: ATTACHMENT

UNSCANNED]」が追加されて配信。

マルウェアファイルが添付されたメッセージ：ド

ロップ

保留中のファイル分析のあるメッセージ：メッ

セージの件名の前に「[WARNING: ATTACHMENT(S)

MAY CONTAIN MALWARE]」が追加されて配信。

スキャンされていない添付ファイル：ドロッ

プ

マルウェアファイルが添付されたメッセー

ジ：ドロップ

保留中のファイル分析のあるメッセージ：隔

離

高度なマルウェア

防御（Advanced
Malware Protection）

（ファイルレピュ

テーションフィル

タリングおよび

ファイル分析）

バイパスできるファイル名拡張子またはドメイン

の有効化

未署名のメッセージのメッセージ変更の有効化

イネーブル、バイパスできる特定のファイル

名拡張子またはドメインなし

すべてのメッセージのメッセージ変更の有効

化

ウイルスフィルタ
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第 11 章

コンテンツフィルタ（Content Filters）

この章は、次の項で構成されています。

• コンテンツフィルタの概要, 299 ページ

• コンテンツフィルタの仕組み, 299 ページ

• コンテンツフィルタの条件, 301 ページ

• コンテンツフィルタのアクション, 310 ページ

• コンテンツに基づくメッセージのフィルタリング方法, 321 ページ

コンテンツフィルタの概要
コンテンツフィルタを使用して、アンチウイルススキャンやDLPなどのコンテンツセキュリティ
機能によって処理される標準ルーチン以上に、メッセージの処理をカスタマイズします。たとえ

ばコンテンツフィルタは、後で調査するためにコンテンツを隔離する必要がある場合や、企業の

ポリシーで特定メッセージを配信する前に暗号化する必要がある場合に使用できます。

コンテンツフィルタの仕組み
コンテンツフィルタは、電子メールパイプラインで後ほど適用される点、つまり、メッセージ

フィルタリングの後で、1つのメッセージが、各メールポリシーに対応する個々の複数のメッセー
ジに「分裂」された後で（詳細はメッセージ分裂,（290ページ）を参照）、およびメッセージが
アンチスパムおよびアンチウイルススキャンされた後で適用される点を除いては、メッセージ

フィルタとほぼ同じです。

コンテンツフィルタは、着信または発信メッセージをスキャンします。両方のメッセージをス

キャンするフィルタを定義することはできません。Eメールセキュリティアプライアンスでは、
各メッセージタイプに対してそれぞれコンテンツフィルタの「マスターリスト」があります。

またマスターリストは、アプライアンスがどの順序でコンテンツフィルタを実行するかを決定し
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ます。ただし個々のメールポリシーは、メッセージがポリシーに一致するときに、実行される特

定のフィルタを決定します。

コンテンツフィルタは、ユーザ（送信者または受信者）単位でメッセージをスキャンします。

コンテンツフィルタには次のコンポーネントがあります。

•どのような場合にアプライアンスがコンテンツフィルタを使用してメッセージをスキャンす
るかを決定する条件（任意）

•アプライアンスがメッセージに実行するアクション（必須）

•メッセージを変更した場合に、アプライアンスがメッセージに追加できるアクション変数
（任意）

コンテンツフィルタを使用したメッセージコンテンツのスキャン方

法

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンテンツフィルタで使用する次の項目を作成します。（任意）コンテンツフィルタがサポートす

る機能を定義します。

ステップ 1   

•暗号化プロファイル

•免責事項テンプレート

•通知テンプレート

• Policy隔離

• URLホワイトリスト

コンテンツフィルタは以下で構成されることもありま

す。

着信または発信コンテンツフィルタを定義

します。

ステップ 2   

•コンテンツフィルタの条件, （301ページ）（任
意）

•コンテンツフィルタのアクション,（310ページ）

•アクション変数, （317ページ）（任意）

コンテンツフィルタの作成, （321ページ）

着信または発信メールポリシーを作成します。コンテンツセキュリティルールを設定する

ユーザグループを定義します。

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

参照先：メールポリシー, （285ページ）フィルタを使用する着信または発信メッセー

ジのユーザのグループにコンテンツフィル

タを割り当てます。

ステップ 4   

コンテンツフィルタの条件
条件は、Eメールセキュリティアプライアンスが関連するメールポリシーに一致するメッセージ
フィルタを使用するかどうかを決定する「トリガー」です。コンテンツフィルタの条件の指定は

オプションです。条件のないコンテンツフィルタは関連するメールポリシーに一致するすべての

メッセージに適用されます。

コンテンツフィルタの条件では、メッセージ本文または添付ファイルで特定のパターンを検索す

るフィルタルールを追加する場合、パターンが検出される回数の最小しきい値を指定できます。

AsyncOSはメッセージをスキャンすると、メッセージおよび添付ファイルに見つかった一致の数
の「スコア」を集計します。最小しきい値に満たない場合、正規表現は trueと評価されません。
このしきい値は、テキスト、スマート ID、またはコンテンツディクショナリの用語に対して指定
できます。

各フィルタには、複数の条件を定義できます。複数の条件が定義されている場合、条件を論理OR
（「次の任意の条件...」）または論理 AND（「次のすべての条件」）のいずれで結合するかを選
択できます。

表 31：コンテンツフィルタの条件

説明条件

コンテンツフィルタでの条件の指定はオプションです。条件が指定され

ていない場合、trueルールが適用されます。trueルールはすべてのメッ
セージに一致し、必ずアクションが実行されます。

（条件なし）
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説明条件

[テキストを含む（Contains text）]：メッセージ本文に、特定のパターン
と一致するテキストまたは添付ファイルが含まれているかどうかを判別

します。

[スマート識別子を含む（Contains smart identifier）]：メッセージ本文また
は添付ファイルのコンテンツが、スマート IDと一致するかどうかを判別
します。

[コンテンツ辞書の単語を含む（Contains term in content dictionary）]：メッ
セージ本文に、<dictionary name>という名前のコンテンツ辞書のいずれ
かの正規表現または用語が含まれているかどうかを判別します。

このオプションをイネーブルにするには、ディクショナリがすでに作成

されている必要があります。コンテンツディクショナリ,（631ページ）
を参照してください。

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

[要求された一致数（Number of matches required）]：trueと評価するため
にルールで必要な一致数を指定します。このしきい値は、テキスト、ス

マート ID、またはコンテンツディクショナリの用語に対して指定できま
す。

これには、配信ステータス部および関連付けられている添付ファイルが

含まれます。

メッセージ本文または

添付ファイル
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説明条件

[テキストを含む（Contains text）]：メッセージ本文に、特定のパターン
と一致するテキストが含まれているかどうかを判別します。

[スマート識別子を含む（Contains smart identifier）]：メッセージ本文のコ
ンテンツが、スマート IDと一致するかどうかを判別します。スマート
IDは、次のパターンを検出できます。

•クレジットカード番号

•米国社会保障番号

• Committee on Uniform Security Identification Procedures（CUSIP）番号

• AmericanBankingAssociation（ABA;米国銀行協会）ルーティング番
号

[コンテンツ辞書の単語を含む（Contains term in content dictionary）]：メッ
セージ本文に、<dictionary name>という名前のコンテンツ辞書のいずれ
かの正規表現または用語が含まれているかどうかを判別します。

このオプションをイネーブルにするには、ディクショナリがすでに作成

されている必要があります。コンテンツディクショナリ,（631ページ）
を参照してください。

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

[要求された一致数（Number of matches required）]：trueと評価するため
にルールで必要な一致数を指定します。このしきい値は、テキストまた

はスマート IDに対して指定できます。

このルールは、メッセージの本文だけに適用されます。添付ファイルま

たはヘッダーは含まれません。

メッセージ本文

URLレピュテーションまたは URLカテゴリによるフィルタリング：条
件およびルール,（436ページ）およびURLカテゴリについて,（445ペー
ジ）を参照してください。

URLカテゴリ（URL
Category）

本文サイズが、指定範囲内にあるかどうかを判別します。本文サイズと

はメッセージのサイズのことで、ヘッダーと添付ファイルも含みます。

本文サイズルールは、本文サイズが指定数と比較されるメッセージを選

択します。

メッセージサイズ

受信または送信メッセージにマクロが有効な添付ファイルが含まれてい

るか。

マクロ検出の条件を使用すると、選択したファイルタイプのメッセージ

のマクロが有効な添付ファイルを検出できます。

マクロ検出
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説明条件

[テキストを含む（Contains text）]：指定したパターンと一致するテキス
トまたは別の添付ファイルが、メッセージの添付ファイルに含まれてい

るか。このルールは body-contains()ルールと似ていますが、このルール
では、メッセージの全体の「本文」をスキャンしないようにします。つ

まり、ユーザが添付ファイルとして表示する場合だけスキャンします。

[スマート識別子を含む（Contains a smart identifier）]：メッセージ添付
ファイルの内容が、指定されたスマート IDと一致するかどうかを判別し
ます。

[コンテンツ辞書の単語を含む（Contains terms in content dictionary）]：添
付ファイルに、<dictionary name>という名前のコンテンツ辞書のいずれ
かの正規表現または用語が含まれているかどうかを判別します。

ディクショナリ用語を検索するには、ディクショナリがすでに作成され

ている必要があります。コンテンツディクショナリ,（631ページ）を参
照してください。

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

[要求された一致数（Number of matches required）]：trueと評価するため
にルールで必要な一致数を指定します。このしきい値は、テキスト、ス

マート IDまたはコンテンツディクショナリの一致回数に対して指定で
きます。

添付ファイルの内容
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説明条件

[ファイル名（Filename）]：メッセージに、ファイル名が特定のパターン
と一致する添付ファイルがあるかどうかを判別します。

[コンテンツ辞書の単語を含むファイル名（Filename contains term in content
dictionary）]：メッセージに、<ディクショナリ名>という名前のコンテ
ンツディクショナリのいずれかの正規表現または用語が含まれるファイ

ル名の添付ファイルがあるかどうかを判別します。

このオプションをイネーブルにするには、ディクショナリがすでに作成

されている必要があります。コンテンツディクショナリ,（631ページ）
を参照してください。

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

[ファイルタイプ（File type）]：メッセージに、フィンガープリントに基
づいて特定のパターンと一致するファイルタイプの添付ファイルがある

かどうかを判別します（UNIX fileコマンドと似ています）。

[MIMEタイプ（MIME type）]：メッセージに、特定のMIMEタイプの添
付ファイルがあるかどうかを判別します。このルールは attachment-type
ルールに似ていますが、MIME添付ファイルで指定されたMIMEタイプ
のみが評価される点が異なります。（アプライアンスは、タイプが明示

的に指定されていない場合、拡張子からファイルのタイプを「予測」す

ることはありません）。

[イメージ分析（ImageAnalysis）]：メッセージに、指定されているイメー
ジ判定と一致するイメージ添付ファイルがあるかどうかを判別します。

有効なイメージ分析判定には、[疑わしい（Suspect）]、[不適切
（Inappropriate）]、[不適切もしくは疑わしい（Suspect or Inappropriate）]、
[スキャン不可（Unscannable）]または [正常（Clean）]があります。

添付ファイルが破損しています（Attachment is Corrupt）：破損した添付
ファイルがメッセージに含まれているかどうか。

破損した添付ファイルとは、スキャンエンジンがスキャンで

きないため破損として識別する添付ファイルのことです。

（注）

添付ファイルのファイ

ル情報

[パスワードで保護されたまたは暗号化された添付ファイルが添付されて
いる（Contains an attachment that is password-protected or encrypted）]：

（この条件は、たとえば、スキャンできない可能性がある添付ファイル

を識別する場合に使用します）。

[パスワードで保護されたまたは暗号化された添付ファイルが添付されて
いない（Contains an attachment that is NOT password-protected or
encrypted）]：

添付ファイル保護
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説明条件

[件名ヘッダー（Subject Header）]：件名ヘッダーに、特定のパターンが
含まれているかどうかを判別します。

[コンテンツ辞書の単語を含む（Contains terms in content dictionary）]：件
名ヘッダーに、<ディクショナリ名>という名前のコンテンツディクショ
ナリのいずれかの正規表現または用語が含まれているかどうかを判別し

ます。

ディクショナリ用語を検索するには、ディクショナリがすでに作成され

ている必要があります。コンテンツディクショナリ,（631ページ）を参
照してください。

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

件名ヘッダー

[ヘッダー名（Header name）]：メッセージに、特定のヘッダーが含まれ
ているかどうかを判別します。

[ヘッダーの値（Header value）]：ヘッダーの値が、特定のパターンと一
致するかどうかを判別します。

[ヘッダーの値がコンテント辞書内の単語を含みます（Headervaluecontains
terms in the content dictionary）]：指定されたヘッダーに、<ディクショナ
リ名>という名前のコンテンツディクショナリのいずれかの正規表現ま
たは用語が含まれているかどうかを判別します。

ディクショナリ用語を検索するには、ディクショナリがすでに作成され

ている必要があります。参照先：コンテンツディクショナリ,（631ペー
ジ）

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

このオプションを使用する方法を説明する例については、カスタムヘッ

ダーを使用して、陽性と疑わしいスパム内のURLを Cisco Webセキュリ
ティプロキシにリダイレクトする：設定例,（362ページ）を参照してく
ださい。

その他のヘッダー
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説明条件

[エンベロープ送信者（EnvelopeSender）]：エンベロープ送信者（Envelope
From, <MAIL FROM>）が指定したパターンと一致しているか。

[LDAPグループに一致（MatchesLDAPgroup）]：エンベロープ送信者（つ
まり、Envelope From、<MAIL FROM>）が、特定の LDAPグループに含
まれるかどうかを判別します。

[コンテンツ辞書の単語を含む（Contains term in content dictionary）]：エ
ンベロープ送信者に、<ディクショナリ名>という名前のコンテンツディ
クショナリのいずれかの正規表現または用語が含まれているかどうかを

判別します。

ディクショナリ用語を検索するには、ディクショナリがすでに作成され

ている必要があります。コンテンツディクショナリ,（631ページ）を参
照してください。

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

エンベロープ送信者

[エンベロープ受信者（Envelope Recipient）]：エンベロープ受信者
（Envelope To, <RCPT TO>）が指定したパターンと一致しているか。

[LDAPグループに一致（Matches LDAP group）]：エンベロープ受信者
（Envelope To, <RCPT TO>）が、指定した LDAPグループ内に存在する
か。

[コンテンツ辞書の単語を含む（Contains term in content dictionary）]：エ
ンベロープ受信者に、<ディクショナリ名>という名前のコンテンツディ
クショナリのいずれかの正規表現または用語が含まれているかどうかを

判別します。

ディクショナリ用語を検索するには、ディクショナリがすでに作成され

ている必要があります。コンテンツディクショナリ,（631ページ）を参
照してください。

ディクショナリに関連する条件は、1つ以上のディクショナリ
がイネーブルにされている場合だけ使用できます。コンテンツ

ディクショナリの作成の詳細については、コンテンツディク

ショナリ, （631ページ）を参照してください。

[エンベロープ受信者（Envelope Recipient）]ルールは、メッ
セージ単位です。メッセージに複数の受信者がある場合、グ

ループの受信者が1人でも検出されれば、指定されたアクショ
ンがメッセージのすべての受信者に適用されます。

（注）

エンベロープ送信者（EnvelopeFrom<MAILFROM>）が、指定したLDAP
グループ内に存在するか。

エンベロープ受信者
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説明条件

メッセージは、指定されたリスナー経由で届いたか。リスナー名は、シ

ステムで現在設定されているリスナーの名前でなければなりません。

受信リスナー

リモートホストから送信されたメッセージは、指定した IPアドレスまた
は IPブロックに一致しているか。[リモートIP（Remote IP）]ルールは、
メッセージを送信したホストの IPアドレスが特定のパターンと一致する
かどうかをテストします。これは、インターネットプロトコルバージョ

ン 4（IPv4）またはバージョン 6（IPv6）アドレスを指定できます。IPア
ドレスパターンは、送信者グループの構文,（113ページ）で説明されて
いる、許可されたホスト表記を使用して指定されます。ただし、SBO、
SBRS、dnslist表記および特殊キーワード ALLを除きます。

リモートIP

送信者の SenderBaseレピュテーションスコアの値。[レピュテーション
スコア（Reputation Score）]は、別の値に対する SenderBaseレピュテー
ションスコアをチェックします。

レピュテーションス

コア

DKIM認証に合格したか、部分的に検証されたか、一時的に検証不可能
として返されたか、失敗したか、DKIM結果が返されていないかどうか
を判別します。

DKIM認証

メッセージの送信元アドレスが偽装されているか。メッセージの From:
ヘッダーがコンテンツ辞書のユーザに類似している場合にチェックする

ルールです。

コンテンツディクショナリを選択し、偽装の可能性ありとみなされる

メッセージに、しきい値（1～ 100）を入力します。

偽装電子メール検出の条件は、From:ヘッダーとコンテンツディクショ
ナリのユーザを比較します。このプロセス中に、類似により、アプライ

アンスは辞書内の各ユーザに類似性スコアを割り当てます。次に例を示

します。

• From:ヘッダーが <j0hn.sim0ns@example.com>で、コンテンツ辞書
に「John Simons」が含まれている場合、このユーザに 82の類似性
スコアが割り当てられます。

• From:ヘッダーが<john.simons@diff-example.com>で、コンテンツ辞
書に「John Simons」が含まれている場合、このユーザに 100の類似
性スコアが割り当てられます。

類似性スコアが高くなればなるほど、メッセージが偽装されている確立

が高くなります。類似性スコアが指定したしきい値以上の場合は、フィ

ルタアクションがトリガーされます。

詳細については、偽装メールの検出, （628ページ）を参照してくださ
い。

偽装メールの検出
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説明条件

SPF検証ステータスを判別します。このフィルタルールでは、さまざま
な SPF検証結果をクエリーできます。SPF検証の詳細については、「電
子メール認証」の章を参照してください。

SPF IDを含まずに SPF検証コンテンツフィルタ条件を設定し
た場合、また異なる判定を含む異なる SPF IDがメッセージに
含まれている場合は、メッセージ内のいずれかの判定と一致し

た条件がトリガーされます。

（注）

SPF検証

メッセージは S/MIME署名されているか、暗号化されているか、または
署名および暗号化されているか。詳細については、次を参照してくださ

い。 S/MIMEセキュリティサービス, （545ページ）

S/MIMEゲートウェイ
メッセージ

S/MIMEメッセージは正常に検証されているか、復号化されているか、
または復号化および検証されているか。詳細については、次を参照して

ください。 S/MIMEセキュリティサービス, （545ページ）

S/MIMEゲートウェイ
検証済

メッセージ（件名と本文）は選択したいずれかの言語であるか。この条

件では、添付ファイルおよびヘッダーの言語は確認しません。

言語の検出の動作の仕組み

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージの言語を検
出するのに組み込みの言語検出エンジンを使用します。アプライアンス

は、件名とメッセージ本文を抽出し、言語検出エンジンに渡します。

言語検出エンジンは、抽出されたテキスト内の各言語の確率を決定し、

それをアプライアンスに渡します。アプライアンスは、最も高い確率を

もつ言語をメッセージの言語とみなします。アプライアンスは、次のシ

ナリオのいずれかで、メッセージ言語を「未定」とみなします。

•検出された言語が Cisco Eメールセキュリティアプライアンスでサ
ポートされていない場合

•アプライアンスがメッセージの言語を検出できない場合

•言語検出エンジンに送られた抽出されたテキストの合計サイズが50
バイト未満の場合。

メッセージ言語

そのメッセージに、重複するMIME境界が含まれるか。

重複するMIME境界が含まれるメッセージにアクションを実行する場合
は、この条件を使用します。

添付ファイルベースの条件（たとえば、添付ファイルの内容）

や操作（たとえば、コンテンツによる添付ファイルの除去）

は、（重複するMIME境界を含む）不正なメッセージでは動
作しません。

（注）

重複境界検証
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説明条件

メッセージが選択した国で作成されたものかどうかを判別します。

位置情報条件を使用すると、選択した特定の国からの送信または受信メッ

セージを処理できます。

位置情報コンテンツフィルタを使用する前に、アプライアン

スでスパム対策エンジンを有効にします。

（注）

位置情報

（GeoLocation）

コンテンツフィルタのアクション
アクションは、Eメールセキュリティアプライアンスがコンテンツフィルタの条件に一致する
メッセージに行うことです。メッセージの変更、隔離またはドロップなどさまざまなタイプのア

クションが用意されています。メッセージで配信またはドロップといった「最終アクション」が

実行されることで、Eメールセキュリティアプライアンスで強制的にアクションが即時実行さ
れ、アウトブレイクフィルタまたは DLPスキャンなどのその後のすべての処理が実施されませ
ん。

各コンテンツフィルタには、少なくとも 1つのアクションを定義する必要があります。

アクションは、順序に従いメッセージで実行されるため、コンテンツフィルタの複数のアクショ

ンを定義する場合、アクションの順序を考慮します。

AttachmentContent条件、MessageBodyまたはAttachment条件、Message本文条件、またはAttachment
内容条件と一致するメッセージに対して隔離アクションを設定した場合、隔離されたメッセージ

内の一致した内容を表示できます。メッセージ本文を表示すると、一致した内容が黄色で強調表

示されます。また、$MatchedContentアクション変数を使用して、一致した内容をメッセージの件
名に含めることができます。詳細については、「テキストリソース」の章を参照してください。

フィルタごとに定義できる最終アクションは 1つだけです。最終アクションは、リストの最後の
アクションです。バウンス、配信、およびドロップは、最終アクションです。コンテンツフィル

タのアクションを入力する場合、GUIおよび CLIにより、最終アクションが強制的に最後に配置
されます。

アクション変数, （317ページ）も参照してください。

表 32：コンテンツフィルタのアクション

説明アクション

[隔離（Quarantine）]。いずれかのPolicy隔離エリアに保持されるメッ
セージにフラグを付けます。

[重複するメッセージ（Duplicate message）]：メッセージのコピーを
指定された隔離エリアに送信して、オリジナルメッセージの処理を

続行します。任意の追加アクションが、オリジナルメッセージに適

用されます。

検疫（Quarantine）
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説明アクション

メッセージは、次の処理段階に進みます。すべての処理が完了する

と、メッセージが暗号化され、配信されます。

[暗号化ルール（Encryption rule）]：メッセージを常に暗号化するか、
TLS接続を介した送信試行が最初に失敗した場合だけ暗号化します。
詳細については、TLS接続を暗号化の代わりに使用, （536ページ）
を参照してください。

[暗号化プロファイル（Encryption Profile）]：処理が完了したら、指
定された暗号化プロファイルを使用してメッセージを暗号化し、メッ

セージを配信します。このアクションは、Cisco暗号化アプライアン
スまたはホステッドキーサービスと併用します。

[件名（Subject）]：暗号化されたメッセージの件名です。デフォルト
値は $Subjectです。

配信時の暗号化

[次を含む添付ファイル（Attachment contains）]：正規表現を含むメッ
セージのすべての添付ファイルをドロップします。アーカイブファ

イル（zip、tar）は、中に含まれているファイルのいずれかが正規表
現と一致する場合にドロップされます。

[スマート識別子を含む（Contains smart identifier）]：指定されたス
マート IDを含むメッセージのすべての添付ファイルをドロップしま
す。

[コンテンツ辞書の単語を含む添付ファイル（Attachment contains terms
in the content dictionary）]：添付ファイルに、<dictionary name>とい
う名前のコンテンツ辞書のいずれかの正規表現または用語が含まれて

いるかどうかを判別します。

[要求された一致数（Number ofmatches required）]：trueと評価するた
めにルールで必要な一致数を指定します。このしきい値は、テキス

ト、スマート IDまたはコンテンツディクショナリの一致回数に対し
て指定できます。

[メッセージ差し替え（Replacementmessage）]：オプションコメント
は、ドロップされた添付ファイルの置換に使用されるテキストを変更

します。添付ファイルのフッターは、単純にメッセージに追加される

だけです。

内容によって添付ファイ

ルを除去
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説明アクション

[ファイル名（Filename）]：指定された正規表現とファイル名が一致
するメッセージのすべての添付ファイルをドロップします。アーカイ

ブ形式の添付ファイル（zip、tar）内に該当するファイルがある場合、
この添付ファイルはドロップされます。

[ファイルサイズ（File size）]：メッセージの添付ファイルのうち、
ローエンコード形式で指定したサイズ（バイト単位）以上のサイズ

であるファイルをすべてドロップします。アーカイブファイルまた

は圧縮ファイルの場合、このアクションは、圧縮前のサイズを検証せ

ず、実際の自体のサイズが計測されます。

[ファイルタイプ（File type）]：メッセージの添付ファイルのうち、
指定したファイルの「フィンガープリント」と一致するファイルをす

べてドロップします。アーカイブ形式の添付ファイル（zip、tar）内
に該当するファイルがある場合、この添付ファイルはドロップされま

す。

[MIMEタイプ（MIME type）]：メッセージの添付ファイルのうち、
特定のMIMEタイプのファイルをすべてドロップします。

[イメージ分析判定（Image Analysis Verdict）]：指定されたイメージ
判定と一致するイメージ添付ファイルをドロップします。有効なイ

メージ分析判定には、[疑わしい（Suspect）]、[不適切
（Inappropriate）]、[不適切もしくは疑わしい（Suspect or
Inappropriate）]、[スキャン不可（Unscannable）]または [正常
（Clean）]があります。

[メッセージ差し替え（Replacementmessage）]：オプションコメント
は、ドロップされた添付ファイルの置換に使用されるテキストを変更

します。添付ファイルのフッターは、単純にメッセージに追加される

だけです。

ファイル情報によって添

付ファイルを除去
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説明アクション

指定したファイルタイプのマクロが有効になった添付ファイルをす

べてドロップします。

アーカイブまたは埋め込みファイルにマクロが含まれてい

る場合、親ファイルはメッセージからドロップされます。

（注）

[カスタム差し替えメッセージ（Custom Replacement Message）]（任
意）：添付ファイルが削除されるとき、デフォルトでは、システム生

成のメッセージがメッセージ本文の一番下に追加されます。

以下は、マクロが有効な添付ファイルがメッセージから削除されると

きにシステムによって生成されるメッセージのサンプルです。

A MIME attachment of type <application/vnd.ms-excel> was removed here
by a drop-macro-enabled-attachments filter rule on the host
<mail.example.com>.

[カスタム差し替えメッセージ（CustomReplacementMessage）]フィー
ルドにカスタムメッセージを入力すると、システム生成のメッセー

ジは入力されたメッセージに差し替えられます。

マクロが含まれる添付

ファイルを削除

メッセージに含まれる URLの変更：フィルタでの URLレピュテー
ションまたはURLカテゴリのアクションの使用, （437ページ）およ
びURLフィルタリングのホワイトリストの作成, （432ページ）を参
照してください。

レピュテーションを判断できない URLには、「スコアなし」を使用
してアクションを指定します。

S/MIMEを使用して暗号化されている場合または S/MIME
署名が含まれる場合、アプライアンスはメッセージを署名

済みとみなします。

（注）

URLレピュテーション
（URL Reputation）

メッセージに含まれる URLの変更：フィルタでの URLレピュテー
ションまたはURLカテゴリのアクションの使用, （437ページ）およ
びURLカテゴリについて, （445ページ）を参照してください。

S/MIMEを使用して暗号化されている場合または S/MIME
署名が含まれる場合、アプライアンスはメッセージを署名

済みとみなします。

（注）

URLカテゴリ（URL
Category）

[上に配置（Above）]：メッセージ上部に免責事項を追加します（ヘッ
ダー）。

[下に配置（Below）]：メッセージ下部に免責事項を追加します（フッ
ター）。

注：このコンテンツフィルタアクションを使用するには、免責事項

テキストをすでに作成している必要があります。

詳細については、免責事項テンプレート, （644ページ）を参照して
ください。

免責条項文の追加

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
313

コンテンツフィルタ（Content Filters）
コンテンツフィルタのアクション



説明アクション

メッセージに対してアウトブレイクフィルタによるスキャンをスキッ

プします。

アウトブレイクフィルタ

によるスキャンのバイパ

ス

メッセージに対して DKIM署名をバイパスします。DKIM署名のバイパス

[電子メールアドレス（Email addresses）]：指定受信者にメッセージ
を匿名でコピーします。

[件名（Subject）]：コピーされたメッセージの件名を追加します。

[リターンパス（オプション）（Return path (optional)）]：リターンパ
スを指定します。

[代替メールホスト（オプション）（Alternate mail host (optional)）]：
代替メールホストを指定します。

コピー（Bcc:）を送信

[通知（Notify）]：指定された受信者にこのメッセージを報告します。
オプションで送信者および受信者に通知できます。

[件名（Subject）]：コピーされたメッセージの件名を追加します。

[リターンパス（オプション）（Return path (optional)）]：リターンパ
スを指定します。

[テンプレート利用（Use template）]：作成したテンプレートからテン
プレートを選択します。

[オリジナルメッセージを添付ファイルとして含めます（Includeoriginal
message as an attachment）]：オリジナルメッセージを添付ファイルと
して追加します。

通知

電子メールアドレスメッセージの受信者を指定電子メールアドレス

に変更します。

受信者を変更

[メールホスト（Mail host）]：メッセージの宛先メールホストを指定
メールホストに変更します。

このアクションは、アンチスパムスキャンエンジンにより

スパムとして分類されたメッセージが隔離されないように

します。このアクションは、隔離を無効にして、指定メー

ルホストに送信します。

（注）

代替送信ホストにメッ

セージを送信

[次の IPインターフェイスから送信（Send from IP interface）]：指定
IPインターフェイスから送信します。[IPインターフェイスから送信
（Deliver from IP Interface）]アクションは、メッセージのソースホス
トを指定ソースに変更します。ソースホストは、メッセージが配信

される IPインターフェイスで構成されます。

IPインターフェイスから
送信
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説明アクション

[ヘッダー名（Headername）]：指定ヘッダーを配信前にメッセージか
ら削除します。

ヘッダーの除去

メッセージに新しいヘッダーを挿入または既存のヘッダーを変更しま

す。

[ヘッダー名（Header name）]：新規または既存のヘッダーの名前。

[新しいヘッダーの値を指定（Specify value of new header）]：新しい
ヘッダーの値を配信前にメッセージに挿入します。

[既存のヘッダーの値の前に付加（Prepend to the Value of Existing
Header）]：配信前に既存のヘッダーの前に値を追加します。

[既存のヘッダーの値の後ろに付加（Append to the Value of Existing
Heade）]：配信前に既存のヘッダーの後ろに値を追加します。

[既存のヘッダーの値から検索して置換（Search & Replace from the
Value of Existing Header）]：[検索対象（Search for）]フィールドに、
既存のヘッダーで置き換える値を見つけるための検索語を入力しま

す。ヘッダーに挿入する値を [次で置換（Replace with）]フィールド
に入力します。値を検索するために正規表現を使用できます。ヘッ

ダーから値を削除する場合は、[次で置換（Replace with）]フィール
ドを空白のままにしてください。

ヘッダーの追加/編集

偽装されたメッセージからFrom:ヘッダーを削除し、エンベロープ送
信者で置き換えます。

偽装メールの検出, （628ページ）を参照してください。

偽装メールの検出

DLPポリシーフィルタリングで使用するカスタム用語をメッセージ
に挿入します。DLPポリシーを設定して、スキャン対象をメッセー
ジタグがあるメッセージに限定することができます。メッセージタ

グは受信者側では表示されません。DLPポリシーでのメッセージタ
グの使用については、データ損失防止のポリシー, （497ページ）を
参照してください。

メッセージタグの追加

カスタマイズされたテキストを INFOレベルで IronPortテキストメー
ルログに挿入します。このテキストにはアクション変数を使用する

ことができます。ログエントリはメッセージトラッキングにも表示

されます。

ログエントリの追加
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説明アクション

配信時にメッセージのS/MIME署名または暗号化を実行します。メッ
セージは次の処理段階に進み、すべての処理が完了した時点で署名ま

たは暗号化されて、配信されます。

S/MIME送信プロファイル：指定されたS/MIME送信プロファイルを
使用して、S/MIME署名または暗号化を実行します。S/MIME送信プ
ロファイルの管理, （557ページ）を参照してください。

配信時の S/MIME署名/暗
号化

メッセージを暗号化および配信し、その後の任意の処理をスキップし

ます。

[暗号化ルール（Encryption rule）]：メッセージを常に暗号化するか、
TLS接続を介した送信試行が最初に失敗した場合だけ暗号化します。
詳細については、TLS接続を暗号化の代わりに使用, （536ページ）
を参照してください。

[暗号化プロファイル（Encryption Profile）]：指定された暗号化プロ
ファイルを使用してメッセージを暗号化し、メッセージを配信しま

す。このアクションは、Cisco暗号化アプライアンスまたはホステッ
ドキーサービスと併用します。

[件名（Subject）]：暗号化されたメッセージの件名です。デフォルト
値は $Subjectです。

暗号化して今すぐ配信

（最終アクション）

S/MIME署名または暗号化を実行してメッセージを配信し、その後の
処理はスキップします。

S/MIME送信プロファイル：指定されたS/MIME送信プロファイルを
使用して、S/MIME署名または暗号化を実行します。S/MIME送信プ
ロファイルの管理, （557ページ）を参照してください。

S/MIME署名/暗号化（最
終アクション）

メッセージを送信者に戻します。バウンスする（最終アク

ション）

メッセージを次の処理段階に配信し、その後の任意のコンテンツフィ

ルタをスキップします。設定に応じて、メッセージが受信者に配信さ

れるか、隔離が実行されるか、アウトブレイクフィルタによるスキャ

ンが開始されます。

残りのコンテンツフィル

タをスキップ（最終アク

ション）

メッセージをドロップして廃棄します。ドロップする（最終アク

ション）
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アクション変数

コンテンツフィルタにより処理されるメッセージに追加されるヘッダーには、アクション実行時

にオリジナルメッセージの情報に自動的に置換される変数を含めることができます。これらの特

殊な変数はアクション変数と呼ばれます。アプライアンスでは次のアクション変数がサポートさ

れています。
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表 33：アクション変数

説明構文変数

メッセージヘッダーに置き換

えられます。
$AllHeadersすべてのヘッダー（All

Headers）

メッセージのサイズ（バイト単

位）に置き換えられます。
$BodySize本文サイズ（Body Size）

現在の日付（MM/DD/YYYY形
式）に置き換えられます。

$Date日付（Date）

直近にドロップされたファイル

名のみを返します。
$dropped_filenameドロップされたファイル名

（Dropped File Name）

$filenamesと同様に、ドロップ
されたファイルのリストを表示

します。

$dropped_filenamesドロップされたファイル名

（Dropped File Names）

$filetypesと同様に、ドロップ
されたファイルタイプのリス

トを表示します。

$dropped_filetypesドロップされたファイルタイ

プ（Dropped File Types）

メッセージのエンベロープ送信

者（Envelope From、<MAIL
FROM>）に置き換えられま
す。

$envelopefrom
or
$envelopesender

エンベロープ送信者

メッセージのエンベロープ受信

者すべて（EnvelopeTo、<RCPT
TO>）に置き換えられます。

$EnvelopeRecipientsエンベロープ受信者（Envelope
Recipients）

メッセージの添付ファイルの

ファイル名のカンマ区切リスト

に置き換えられます。

$filenamesファイル名（File Names）

メッセージの添付ファイルサ

イズのカンマ区切りリストに置

き換えられます。

$filesizesファイルサイズ（File Sizes）

メッセージの添付ファイルの

ファイルタイプを示すカンマ

区切りリストに置き換えられま

す。

$filetypesファイルタイプ（File Types）
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説明構文変数

フィルタ名（Filter Name） 処理されるフィルタの名前に置

き換えられます。
$FilterName

現在の時刻および日付（GMT）
に置き換えられます。電子メー

ルメッセージの Received:行で
見られる形式と同様です。

$GMTimeStampGMT日時（GMTimeStamp）

メッセージのインジェクト時

に、送信者が一致する送信者グ

ループの名前に置き換えられま

す。送信者グループに名前がな

い場合は、文字列

「>Unknown<」が挿入されま
す。

$GroupHATグループ名（HAT Group
Name）

メッセージのインジェクト時

に、送信者に適用した HATポ
リシーの名前に置き換えられま

す。事前に定義されているポリ

シー名が使用されていない場

合、文字列「>Unknown<」が挿
入されます。

$Policyメールフローポリシー（Mail
Flow Policy）

コンテンツスキャンフィルタ

をトリガーした1つ以上の値に
置き換えられます。一致した内

容は、コンテンツディクショ

ナリマッチ、スマート IDまた
は正規表現との一致になりま

す。

$MatchedContent一致した内容（Matched
Content）

元のメッセージに一致するヘッ

ダーが含まれる場合、引用符付

きヘッダーの値に置き換えられ

ます。二重引用符が使用される

場合もあります。

$Header['string
']

ヘッダー（Header）

Eメールセキュリティアプラ
イアンスのホスト名に置き換え

られます。

$Hostnameホストネーム

$MID内部メッセージID（Internal
Message ID）
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説明構文変数

メッセージを内部で識別するた

めに使用するメッセージ ID
（MID）に置き換えられます。
RFC822「Message-Id」の値とは
異なるため注意してください

（「Message-Id」を取得するに
は $Headerを使用します）。

メッセージを受信したリスナー

のニックネームに置き換えられ

ます。

$RecvListener受信リスナー（Receiving
Listener）

メッセージを受信したインター

フェイスのニックネームに置き

換えられます。

$RecvInt受信インターフェイス

（Receiving Interface）

メッセージを Eメールセキュ
リティアプライアンスに送信

したシステムの IPアドレスに
置き換えられます。

$RemoteIPリモート IPアドレス（Remote
IP Address）

メッセージをアプライアンスに

送信したシステムのホスト名に

置き換えられます。

$remotehostリモートホストアドレス

（Remote Host Address）

送信者のSenderBaseレピュテー
ションスコアに置き換えられ

ます。レピュテーションスコ

アがない場合は「None」に置き
換えられます。

$ReputationSenderBaseレピュテーション
スコア

メッセージの件名に置き換えら

れます。
$Subject

Subject

現在の時刻（ローカル時間帯）

に置き換えられます。
$Time時刻（Time）

現在の時刻および日付（ローカ

ル時間帯）に置き換えられま

す。電子メールメッセージの

Received:行で見られる形式と
同様です。

$Timestamp
Timestamp
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コンテンツに基づくメッセージのフィルタリング方法

コンテンツフィルタの作成

はじめる前に

•コンテンツフィルタに一致するメッセージを暗号化する場合は、暗号化プロファイルを作成
します。

•一致メッセージに免責事項を追加する場合は、免責事項の生成に使用する免責事項テンプ
レートを作成します。

•一致するメッセージについてユーザに通知メッセージを送信する場合は、通知を生成するた
めの通知テンプレートを作成します。

•メッセージを隔離する場合は、これらのメッセージに対する新しい Policy隔離を作成する
か、または既存のものを使用します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]をクリックします。
または

[メールポリシー（Mail Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]をクリックします。

ステップ 2 [フィルタの追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 フィルタの名前と説明を入力します。

ステップ 4 （相互参照）[編集可能なユーザ（役割）（Editable By (Roles)）]リンクをクリックして、ポリシーの管理
者を選択し、[OK]をクリックします。
ポリシー管理者ユーザロールに属する委任管理者はこのコンテンツフィルタを編集し、自身のメールポ

リシーで使用できます。

ステップ 5 （任意）フィルタをトリガーするための条件を追加します。

a) [条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
b) 条件のタイプを選択します。
c) 条件のルールを定義します。
d) [OK]をクリックします。
e) フィルタに追加する追加条件について、上記の手順を繰り返して行ってください。コンテンツフィル
タに複数の条件を定義する場合、コンテンツフィルタが一致したと見なされるために、定義されるア

クションのすべて（論理 AND）、または定義されたいずれかのアクション（論理 OR）の適用が必要
かどうかを定義できます。

条件を追加しない場合、アプライアンスはフィルタに関連するメールポリシーの1つと一致
するあらゆるメッセージにコンテンツフィルタのアクションを実行します。

（注）

ステップ 6 フィルタの条件に一致するメッセージに対して実行するアプライアンスのアクションを追加します。
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a) [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
b) アクションタイプを選択します。
c) アクションを定義します。
d) [OK]をクリックします。
e) アプライアンスに実行する追加のアクションについて、上上記の手順を繰り返して行ってください。
f) 複数のアクションに対して、アプライアンスがメッセージに適用する順序でアクションを配置します。
フィルタごとに 1個だけ「最終」アクションがあり、AsyncOSは自動的に最終アクションを順番の最
後に移動します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

次の作業

•デフォルトの着信または発信メールポリシーでコンテンツフィルタをイネーブルにできま
す。

•特定のユーザグループのメールポリシーのコンテンツフィルタをイネーブルにできます。

デフォルトでのすべての受信者のコンテンツフィルタのイネーブル化

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]をクリックします。
または

[メールポリシー（Mail Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]をクリックします。

ステップ 2 デフォルトポリシー行のコンテンツフィルタセキュリティサービスのリンクをクリックします

ステップ 3 コンテンツフィルタセキュリティサービスページで、[コンテンツフィルタリング：デフォルトポリシー
（Content Filtering for Default Policy）]の値を [コンテンツフィルタを無効にする（Disable Content Filters）]
から [コンテンツフィルタを有効にする（設定をカスタマイズ）（EnableContentFilters (Customize settings)）]
に変更します。

マスターリストで定義されているコンテンツフィルタ（コンテンツフィルタの概要, （299ページ）で作
成されたフィルタ）が、このページに表示されます。値を [コンテンツフィルタを有効にする（設定をカ
スタマイズ）（Enable Content Filters (Customize settings)）]に変更すると、各フィルタのチェックボックス
がイネーブルになります。

ステップ 4 イネーブルにする個々のコンテンツフィルタの [有効（Enable）]チェックボックスをオンにします。
ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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特定のユーザグループに対するメッセージへのコンテンツフィルタ

の適用

はじめる前に

•ユーザグループのメッセージに対してコンテンツフィルタを使用する場合、着信または発
信メールポリシーを作成します。詳細については、送信者および受信者のグループのメール

ポリシーの作成, （293ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]をクリックします。
または

[メールポリシー（Mail Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]をクリックします。

ステップ 2 コンテンツフィルタに適用するメールポリシーのコンテンツフィルタセキュリティサービス（[コンテ
ンツフィルタ（Content Filters）]列）のリンクをクリックします。

ステップ 3 コンテンツフィルタセキュリティサービスページで、[ポリシーのコンテンツフィルタリング:エンジニ
アリング（Content Filtering for Policy: Engineering）]の値を [コンテンツフィルタを有効にする（デフォル
トのメールポリシー設定を継承）（Enable Content Filtering (Inherit default policy settings)）]から [コンテン
ツフィルタを有効にする（設定をカスタマイズ）（Enable Content Filters (Customize settings)）]に変更しま
す。

ステップ 4 ユーザが使用するコンテンツフィルタのチェックボックスを選択します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

GUI でのコンテンツフィルタの設定に関する注意事項
•コンテンツフィルタを作成するときに条件を指定する必要はありません。アクションが定義
されていない場合、定義されるアクションは常にルールに適用されます（条件を指定しない

ことは、true()メッセージフィルタルールを使用すること同じで、コンテンツフィルタがポ
リシーに適用される場合、すべてのメッセージがマッチングされます）。

•カスタムユーザロールをコンテンツフィルタに割り当てていない場合、パブリックのコン
テンツフィルタになり、メールポリシーの任意の委任管理者が使用できます。委任管理者

とコンテンツフィルタの詳細については、「Common Administrative Tasks」の章を参照して
ください。

•管理者とオペレータは、コンテンツフィルタがカスタムユーザロールに割り当てられてい
ない場合でも、アプライアンスのすべてのコンテンツフィルタを表示および編集できます。

•フィルタルールおよびアクションのテキストを入力する場合、正規表現照合において、次の
メタ文字に特殊な意味があります . ^ $ * + ? { [ ] \ | ( )
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正規表現を使用しない場合、「\」（バックスラッシュ）を使用して、これらの任意の文字を
エスケープする必要があります。たとえば、「\*Warning\*」と入力します。

•「benign」コンテンツフィルタを作成して、メッセージ分裂およびコンテンツフィルタをテ
ストできます。たとえば、唯一のアクションが「配信」であるコンテンツフィルタを作成で

きます。このコンテンツフィルタは、メール処理に影響を与えませんが、このフィルタを使

用して、電子メールセキュリティマネージャポリシー処理が、システムの他の要素（たと

えば、メールログ）に影響を与えているかテストできます。

•逆に、着信または発信コンテンツフィルタの「マスターリスト」の概念を使用して、アプ
ライアンスにより処理されるすべてのメールのメッセージ処理に即時に影響を与える、非常

に優れた、広範囲に及ぶコンテンツフィルタを作成できます。このコンテンツフィルタは

次のように作成できます。

◦ [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]または [送信コンテンツフィルタ
（Outgoing Content filters）]ページを使用して、順序が 1の新しいコンテンツフィルタ
を作成します。

◦ [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]または [送信メールポリシー（Outgoing
Mail Policies）]ページを使用して、デフォルトポリシーの新しいコンテンツフィルタ
をイネーブルにします。

◦残りすべてのポリシーでこのコンテンツフィルタをイネーブルにします。

•コンテンツフィルタで使用できる [Bcc:]および [隔離（Quarantine）]アクションは、作成す
る隔離エリアの保持設定に役に立ちます（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,（889ページ）を参照してください）。メッセージがすぐに
はシステムからリリースされないようにするため（つまり、隔離エリアの割り当てディスク

領域がすぐにいっぱいにならないようにするため）、ポリシー隔離とのメールフローをシ

ミュレートするフィルタを作成できます。

• scanconfigコマンドと同じ設定が使用されるため、「Entire Message」条件は、メッセージの
ヘッダーをスキャンしません。「EntireMessage」を選択すると、メッセージ本文および添付
ファイルだけがスキャンされます。特定のヘッダー情報を検索するには、「Subject」または
「Header」条件を使用します。

• LDAPクエリーによるユーザの設定は、アプライアンスで LDAPサーバが設定されている場
合（つまり、ldapconfigコマンドを使用して特定の文字列を含む特定の LDAPサーバをクエ
リーするようにアプライアンスが設定されている場合）だけ GUIに表示されます。

•リソースが事前に定義されていないため、コンテンツフィルタルールビルダのいくつかの
セクションは、GUIに表示されません。たとえば、通知テンプレートおよびメッセージ免責
事項は、[テキストリソース（Text Resources）]ページまたは CLIの textconfigコマンドを使
用して事前に設定されていない場合、オプションとして表示されません。

•コンテンツフィルタ機能は、次の文字エンコーディングのテキストを認識し、これらを追加
およびスキャンできます。

◦ Unicode（UTF-8）

◦ Unicode（UTF-16）
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◦ Western European/Latin-1（ISO 8859-1）

◦ Western European/Latin-1（Windows CP1252）

◦中国語（繁体字）（Big 5）

◦中国語（簡体字）（GB 2312）

◦中国語（簡体字）（HZ GB 2312）

◦韓国語（ISO 2022-KR）

◦韓国語（KS-C-5601/EUC-KR）

◦日本語（Shift-JIS（X0123））

◦日本語（ISO-2022-JP）

◦日本語（EUC）

複数の文字セットを 1つのコンテンツフィルタ内で組み合わせてマッチングできます。複数
の文字エンコーディングでのテキストの表示および入力については、Webブラウザのマニュ
アルを参照してください。ほとんどのブラウザでは、複数の文字セットを同時にレンダリン

グできます。

•着信または発信コンテンツフィルタの要約ページで、[説明（Description）]、[ルール（Rules）]
および [ポリシー（Policies）]のリンクを使用して、コンテンツフィルタに提供されている
ビューを変更します。

◦ [説明（Description）]ビューには、各コンテンツフィルタの説明フィールドに入力した
テキストが表示されます（これはデフォルトビューです）。

◦ [ルール（Rules）]ビューには、ルールビルダページにより構築されたルールおよび正
規表現が表示されます。

◦ [ポリシー（Policies）]ビューには、イネーブルにされている各コンテンツフィルタの
ポリシーが表示されます。
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第 12 章

アンチウイルス

この章は、次の項で構成されています。

• アンチウイルススキャンの概要, 327 ページ

• Sophosアンチウイルスフィルタリング, 329 ページ

• McAfeeアンチウイルスフィルタリング, 331 ページ

• アプライアンスでのウイルスのスキャンの設定方法, 333 ページ

• アンチウイルススキャンをテストするためのアプライアンスへのメールの送信, 345 ページ

• ウイルス定義ファイルの更新, 346 ページ

アンチウイルススキャンの概要
Ciscoアプライアンスには、サードパーティの企業の SophosおよびMcAfeeの統合されたウイル
ススキャンエンジンが含まれます。Ciscoアプライアンスのライセンスキーを取得して、これら
のウイルススキャンエンジンのいずれかまたは両方を使用してメッセージのウイルスをスキャン

し、どちらかのアンチウイルススキャンエンジンを使用してウイルスをスキャンするようにアプ

ライアンスを設定できます。

McAfeeおよび Sophosのエンジンには、特定のポイントでのファイルのスキャン、ファイルで発
見されたデータとウイルス定義のパターン照合と処理、エミュレーション環境でのウイルスコー

ドの復号化および実行、新しいウイルスを認識するための発見的手法の適用、および正規ファイ

ルからの感染コードの削除に必要なプログラムロジックが含まれています。

（一致する着信または発信メールポリシーに基づいて）メッセージのウイルスをスキャンし、ウ

イルスが見つかった場合はメッセージに対してさまざまなアクション（たとえば、ウイルスの発

見されたメッセージの「修復」、件名ヘッダーの変更、X-Headerの追加、代替アドレスまたはメー
ルホストへのメッセージの送信、メッセージのアーカイブ、またはメッセージの削除など）を実

行するようにアプライアンスを設定できます。
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ウイルススキャンをイネーブルにした場合は、アンチスパムスキャンの直後に、アプライアンス

上の「ワークキュー」でウイルススキャンが実行されます（電子メールパイプラインとセキュ

リティサービス, （73ページ）を参照）。

デフォルトでは、ウイルススキャンはデフォルトの着信および発信メールポリシーに対してイ

ネーブルになります。

評価キー

Ciscoアプライアンスには、使用可能な各アンチウイルススキャンエンジンに対して 30日間有効
な評価キーが同梱されています。評価キーは、システムセットアップウィザードまたは [セキュ
リティサービス（Security Services）] > [Sophos]または [McAfeeウイルス対策（McAfeeAnti-Virus）]
ページのライセンス契約書にアクセスするか（GUI）、またはantivirusconfigまたはsystemsetup

コマンドを実行して（CLI）有効にします。デフォルトでは、ライセンス契約書に同意すると、ア
ンチウイルススキャンエンジンはデフォルトの着信および発信メールポリシーに対してただち

にイネーブルになります。30日間の評価期間後もこの機能を有効にする場合の詳細については、
Ciscoの営業担当者にお問い合わせください。残りの評価期間は、[システム管理（System
Administration）] > [ライセンスキー（Feature Keys）]ページを表示するか、または featurekeyコ

マンドを発行することによって確認できます。（詳細については、ライセンスキー（Feature
Keys）, （975ページ）を参照してください）。

複数のアンチウイルススキャンエンジンによるメッセージのスキャン

AsyncOSは、複数のアンチウイルススキャンエンジンによるメッセージのスキャン（マルチレイ
ヤアンチウイルススキャン）をサポートしています。メールポリシーごとに、ライセンスを受

けたアンチウイルススキャンエンジンのいずれかまたは両方を使用するように Ciscoアプライア
ンスを設定できます。たとえば、経営幹部用のメールポリシーを作成し、そのポリシーではSophos
およびMcAfeeの両方のエンジンを使用してメールをスキャンするように設定することもできま
す。

複数のスキャンエンジンでメッセージをスキャンすることにより、SophosおよびMcAfeeのアン
チウイルススキャンエンジン双方の利点を組み合わせた「多重防衛」が実現します。各エンジン

ともに業界をリードするアンチウイルス捕捉率を誇りますが、各エンジンは別々のテクノロジー

基盤（McAfeeアンチウイルスフィルタリング, （331ページ）およびSophosアンチウイルスフィ
ルタリング,（329ページ）を参照）に依存してウイルスを検出しているため、マルチスキャン方
式を使用することで、より効果が高まります。複数のスキャンエンジンを使用することで、シス

テムスループットが低下する場合があります。詳細は、シスコのサポート担当者にお問い合わせ

ください。

ウイルススキャンの順序は設定できません。マルチレイヤアンチウイルススキャンをイネーブ

ルにした場合、最初にMcAfeeエンジンによるウイルススキャンが実行され、次に Sophosエンジ
ンによるウイルススキャンが実行されます。McAfeeエンジンがメッセージはウイルスに感染し
ていないと判断した場合は、Sophosエンジンはさらにメッセージをスキャンして、別の保護層を
追加します。McAfeeエンジンがメッセージはウイルスを含んでいると判断した場合は、Ciscoア
プライアンスはSophosによるスキャンをスキップし、構成した設定に応じてウイルスメッセージ
に対してアクションを実行します。
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Sophos アンチウイルスフィルタリング
Ciscoアプライアンスには、Sophosの総合的なウイルススキャンテクノロジーが含まれていま
す。Sophos Anti-Virusは、プラットフォーム間のアンチウイルス保護、検出、および除去を提供
します。

Sophos Anti-Virusは、ファイルをスキャンしてウイルス、トロイの木馬、およびワームを検出す
るウイルス検出エンジンを提供します。これらのプログラムは、「悪意のあるソフトウェア」を

意味するマルウェアと総称されます。ウイルス対策スキャナは、すべてのタイプのマルウェアに

共通する相似点を利用して、ウイルスだけでなく、すべてのタイプの悪意のあるソフトウェアを

検出および削除します。

ウイルス検出エンジン

Sophosウイルス検出エンジンは、Sophos Anti-Virusテクノロジーの中心的役割を担います。この
エンジンは、Microsoftの Component Object Model（COM;コンポーネントオブジェクトモデル）
と同様の、多くのオブジェクトと明確に定義されたインターフェイスで構成された独自のアーキ

テクチャを使用します。エンジンで使用されるモジュラファイリングシステムは、それぞれが異

なる「ストレージクラス」（たとえばファイルタイプなど）を処理する、個別の内蔵型動的ライ

ブラリに基づいています。この方法では、タイプに関係なく汎用のデータソースにウイルスス

キャン操作を適用できます。

エンジンは、データのロードおよび検索に特化したテクノロジーにより、非常に高速なスキャン

を実現できます。次の機能が内蔵されています。

•ポリモーフィック型ウイルスを検出するためのフルコードエミュレータ。

•アーカイブファイル内をスキャンするためのオンライン解凍プログラム。

•マクロウイルスを検出および駆除するための OLE2エンジン。

Ciscoアプライアンスは、SAVインターフェイスを使用してウイルスエンジンを統合しています。

ウイルススキャン

大まかにいうと、エンジンのスキャン機能は、検索する場所を特定する分類子と、検索する対象

を特定するウイルスデータベースという 2つの重要なコンポーネントの高性能な組み合わせによ
り管理されています。エンジンは、識別子に依存せずに、タイプでファイルを分類します。

ウイルスエンジンは、システムが受信したメッセージの本文および添付ファイルでウイルスを検

索しますが、スキャンの実行方法の決定には、添付ファイルのタイプが役立ちます。たとえば、

メッセージの添付ファイルが実行ファイルであれば、エンジンは実行コードの開始場所が記述さ

れているヘッダーを調べて、その場所を検索します。ファイルがWordドキュメントであれば、
エンジンはマクロストリームを調べます。MIMEファイル（メールメッセージに使用される形
式）であれば、添付ファイルが保存されている場所を調べます。
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検出方法

ウイルスの検出方法は、ウイルスのタイプに応じて異なります。スキャン処理中に、エンジンは

各ファイルを分析してタイプを特定してから、該当する手法を適用します。すべての方法の根幹

には、特定のタイプの命令または特定の命令の順序を検索するという基本概念があります。

パターン照合

パターン照合の手法では、エンジンは特定のコードシーケンスを知っており、そのコードシーケ

ンスと完全一致するコードをウイルスとして特定します。たいていの場合、エンジンは既知のウ

イルスコードのシーケンスに類似した（必ずしも完全に同一である必要はありません）コードの

シーケンスを検索します。スキャン実行中にファイルを比較する対象となる記述を作成する際、

Sophosのウイルス研究者達は、エンジンが（次で説明する発見的手法を使用して）オリジナルの
ウイルスだけでなく、後の派生的なウイルスも発見できるように、識別コードを可能な限り一般

的なものに維持することに努めています。

発見的手法

ウイルスエンジンは、基本的なパターン照合手法と発見的手法（特定のルールではなく一般的な

ルールを使用する手法）を組み合わせることで、Sophosの研究者があるファミリの 1種類のウイ
ルスしか分析していなかったとしても、そのファミリの複数のウイルスを検出できます。この手

法では、記述を1つ作成すれば、ウイルスの複数の派生形を捕らえることができます。Sophosは、
発見的手法にその他の手法を加味することで、false positiveの発生を最低限に抑えています。

エミュレーション

エミュレーションは、ポリモーフィック型ウイルスに対して、ウイルスエンジンによって適用さ

れる手法です。ポリモーフィック型ウイルスは、ウイルスを隠す目的のために、ウイルス自体を

別の形に変更する暗号化されたウイルスです。明らかな定型的ウイルスコードは存在せず、拡散

するたびにウイルス自体が別の形に暗号化されます。このウイルスは、実行されたときに自己復

号化します。ウイルス検出エンジンのエミュレータは、DOSまたはWindows実行ファイルに使用
されますが、ポリモーフィック型マクロはSophosのウイルス記述言語で記述された検出コードに
よって発見されます。

この復号化の出力は実際のウイルスコードであり、エミュレータで実行された後にSophosのウイ
ルス検出エンジンによって検出されるのは、この出力です。

スキャン用にエンジンに送信された実行ファイルは、エミュレータ内で実行されます。エミュレー

タでは、ウイルス本文の復号化がメモリに書き込まれ、これに応じて復号化が追跡されます。通

常、ウイルスの侵入ポイントはファイルのフロントエンドにあり、最初に実行される部分です。

ほとんどの場合、ウイルスであることを認識するためには、ウイルス本文のほんのわずかな部分

を復号化するだけで十分です。クリーンな実行ファイルの多くは、数個の命令をエミュレートす

るだけでエミュレーションを停止して、負担を軽減します。

エミュレータは制限された領域で実行されるため、コードがウイルスであるとわかっても、アプ

ライアンスに感染することはありません。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
330

アンチウイルス

検出方法



ウイルスの記述

Sophosは、他の信用されているアンチウイルス企業と毎月ウイルスを交換しています。さらに、
顧客から毎月数千の疑わしいファイルが直接 Sophosに送られ、そのうち約 30 %はウイルスであ
ると判明しています。各サンプルは、非常にセキュアなウイルスラボで厳しく分析され、ウイル

スかどうか判断されます。Sophosは、新しく発見された各ウイルスまたはウイルスのグループに
対して、記述を作成します。

Sophos アラート
Sophos Anti-Virusスキャンをイネーブルにしているお客様に対して、Sophosのサイト
（http://www.sophos.com/virusinfo/notifications/）から Sophosアラートを購読することを推奨してい
ます。購読してSophosから直接アラートを受け取ることにより、最新のウイルスの発生および利
用可能な解決方法が確実に通知されます。

ウイルスが発見された場合

ウイルスが検出されたら、Sophos Anti-Virusはファイルを修復（駆除）できます。通常、Sophos
Anti-Virusは、ウイルスが発見されたファイルをすべて修復でき、修復後はそのファイルをリスク
なく使用できます。的確なアクションは、ウイルスに応じて異なります。

駆除の場合は、必ずしもファイルを元の状態に戻せるとは限らないため、ある程度の制限が生じ

る場合があります。一部のウイルスは実行プログラムの一部を上書きしてしまうため、元に戻せ

ません。この場合は、修復できない添付ファイルを含むメッセージをどのように処理するかを定

義します。これらの設定は、Eメールセキュリティ機能（[メールポリシー（Mail Policies）] > [受
信メールポリシー（IncomingMail Policies）]または [送信メールポリシー（OutgoingMail Policies）]
ページ（GUI）または policyconfig -> antivirusコマンド（CLI）を使用して受信者ごとに構成
できます。これらの設定の構成に関する詳細については、ユーザのウイルススキャンアクション

の設定, （334ページ）を参照してください。

McAfee アンチウイルスフィルタリング
McAfee®スキャンエンジン:

•ファイルのデータとウイルスシグニチャをパターン照合することにより、ファイルをスキャ
ンします。

•エミュレーション環境でウイルスコードを復号化および実行します。

•発見的手法を適用して新しいウイルスを認識します。

•ファイルから感染性のコードを削除します。
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ウイルスシグニチャとのパターン照合

McAfeeは、アンチウイルス定義（DAT）ファイルをスキャンエンジンで使用して、特定のウイ
ルス、ウイルスのタイプ、またはその他の潜在的に望ましくないソフトウェアを検出します。ま

た、ファイル内の既知の場所を開始点としてウイルス固有の特徴を検索することにより、単純な

ウイルスを検出できます。多くの場合、ファイルのほんの一部を検索するだけで、ファイルがウ

イルスに感染していないと判断できます。

暗号化されたポリモーフィック型ウイルスの検出

複雑なウイルスは、次の 2つの一般的な手法を使用して、シグニチャスキャンによる検出を回避
します。

•暗号化。ウイルス内部のデータは、アンチウイルススキャナがメッセージまたはウイルスの
コンピュータコードを判読できないように、暗号化されます。ウイルスがアクティブになる

と、ウイルス自体が自発的に実行バージョンに変化し、自己実行します。

•ポリモーフィック化。この処理は暗号化に似ていますが、ウイルスが自己複製する際に、そ
の形が変わる点で暗号化とは異なります。

このようなウイルスに対抗するために、エンジンはエミュレーションと呼ばれる手法を使用しま

す。エンジンは、ファイルにこのようなウイルスが含まれていると疑った場合、ウイルスが他に

害を及ぼすことなく自己実行して、本来の形が判読できる状態まで自分自身をデコードする人工

的な環境を作成します。その後、エンジンは通常どおりウイルスシグニチャをスキャンして、ウ

イルスを特定します。

発見的分析

新しいウイルスの署名は未知であるため、ウイルスシグニチャを使用するだけでは、新しいウイ

ルスは検出できません。そのため、エンジンは追加で発見的分析という手法を使用します。

ウイルスを運ぶプログラム、ドキュメント、または電子メールメッセージには、多くの場合、特

異な特徴があります。これらは、自発的にファイルの変更を試行したり、メールクライアントを

起動したり、またはその他の方法を使用して自己複製します。エンジンはプログラムコードを分

析して、この種のコンピュータ命令を検出します。また、エンジンは、アクションを実行する前

にユーザの入力を求めたりするようなウイルスらしくない正規の動作も検索して、誤ったアラー

ムを発行しないようにしています。

このような手法を使用することで、エンジンは多くの新しいウイルスを検出できます。

ウイルスが発見された場合

ウイルスが検出されたら、Sophos Anti-Virusはファイルを修復（駆除）できます。通常、Sophos
Anti-Virusは、ウイルスが発見されたファイルをすべて修復でき、修復後はそのファイルをリスク
なく使用できます。的確なアクションは、ウイルスに応じて異なります。
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駆除の場合は、必ずしもファイルを元の状態に戻せるとは限らないため、ある程度の制限が生じ

る場合があります。一部のウイルスは実行プログラムの一部を上書きしてしまうため、元に戻せ

ません。この場合は、修復できない添付ファイルを含むメッセージをどのように処理するかを定

義します。これらの設定は、Eメールセキュリティ機能（[メールポリシー（Mail Policies）] > [受
信メールポリシー（IncomingMail Policies）]または [送信メールポリシー（OutgoingMail Policies）]
ページ（GUI）または policyconfig -> antivirusコマンド（CLI）を使用して受信者ごとに構成
できます。これらの設定の構成に関する詳細については、ユーザのウイルススキャンアクション

の設定, （334ページ）を参照してください。

アプライアンスでのウイルスのスキャンの設定方法

メッセージのウイルスのスキャン方法

詳細（More Info）操作内容

ウイルススキャンのイネーブル化およ

びグローバル設定の構成, （333ペー
ジ）

Eメールセキュリティアプライアンスで
アンチウイルススキャンをイネーブルに

します。

ステップ 1

送信者および受信者のグループのメー

ルポリシーの作成, （293ページ）
メッセージのウイルスをスキャンするユー

ザグループを定義します。

ステップ 2

ポリシー、ウイルス、およびアウトブ

レイク隔離の設定, （895ページ）
（任意）ウイルス隔離でのメッセージの

処理方法を設定します。

ステップ3：

ユーザのウイルススキャンアクション

の設定, （334ページ）
アプライアンスでのウイルスに感染した

メッセージを処理方法を決定します。

ステップ4：

送信者および受信者のグループごとの

アンチウイルスポリシーの設定, （341
ページ）

定義したユーザグループに対するアンチ

ウイルススキャンのルールを設定しま

す。

ステップ5：

アンチウイルススキャンをテストする

ためのアプライアンスへのメールの送

信, （345ページ）

（任意）設定をテストするために電子メー

ルメッセージを送信します。

ステップ6：

ウイルススキャンのイネーブル化およびグローバル設定の構成

ウイルススキャンエンジンは、システムセットアップウィザードを実行したときにイネーブル

になった可能性があります。これにかかわらず、次の手順で設定をします。
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ライセンスキーによって、Sophos、McAfee、またはその両方をイネーブルにできます。（注）

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [McAfee]ページに移動します。
または

[セキュリティサービス（Security Services）] > [Sophos]ページに移動します。

ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
[有効（Enable）]をクリックすると、アプライアンスで機能がグローバルにイネーブルになりま
す。ただし、後で [メールポリシー（Mail Policies）]で受信者ごとの設定をイネーブルにする必
要があります。

（注）

ステップ 3 ライセンス契約書を読み、ページの最後までスクロールしてから [承認（Accept）]をクリックして契約に
同意します。

ステップ 4 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 5 ウイルススキャンの最大タイムアウト値を選択します。

システムがメッセージに対するアンチウイルススキャンの実行を停止する、タイムアウト値を設定しま

す。デフォルト値は 60秒です。

ステップ 6 （任意）[自動アップデートを有効にする（Enable Automatic Updates）]をクリックして、エンジンの自動
アップデートを有効にします。

アプライアンスは、アップデートサーバから特定のエンジンに必要なアップデートを取得します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

次の作業

アンチウイルス設定を受信者ごとに設定します。ユーザのウイルススキャンアクションの設定,
（334ページ）を参照してください。

ユーザのウイルススキャンアクションの設定

Ciscoアプライアンスに統合されているウイルススキャンエンジンは、[電子メールセキュリティ
マネージャ（Email Security Manager）]機能を使用して設定したポリシー（設定オプション）に基
づいて、着信および発信メールメッセージのウイルスを処理します。アンチウイルスアクション

は、[メールセキュリティ機能（Email Security Feature）]（[メールポリシー（Mail Policies）] > [受
信メールポリシー（IncomingMail Policies）]または [送信メールポリシー（OutgoingMail Policies）]
ページ（GUI）または policyconfig > antivirusコマンド（CLI））を使用して受信者ごとにイ
ネーブルにします。

メッセージスキャン設定

• [ウイルススキャンのみ（Scan for Viruses Only）]：
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システムにより処理されるメッセージには、ウイルススキャンが実行されます。感染してい

る添付ファイルがあっても、修復は試行されません。ウイルスが含まれるメッセージまたは

修復できなかったメッセージについて、添付ファイルをドロップしてメールを配信するかど

うかを選択できます。

• [ウイルスをスキャンして修復（Scan and Repair Viruses）]：

システムにより処理されるメッセージには、ウイルススキャンが実行されます。添付ファイ

ルにウイルスが発見された場合は、システムは添付ファイルの「修復」を試行します。

• [添付ファイルをドロップ（Dropping Attachments）]：

感染した添付ファイルをドロップするように選択できます。

アンチウイルススキャンエンジンにより、メッセージの添付ファイルがスキャンされ感染

したファイルがドロップされると、代わりに「RemovedAttachment」という名前の新しいファ
イルが添付されます。この添付ファイルのタイプはテキストまたはプレーンで、次の内容が

含まれています。

This attachment contained a virus and was stripped.

Filename: filename

Content-Type: application/filetype

悪質な添付ファイルによりメッセージが感染していたため、ユーザのメッセージに何らかの修正

が加えられた場合は、必ずユーザに通知されます。二次的な通知アクションを設定することもで

きます（通知の送信,（338ページ）を参照）。感染した添付ファイルをドロップするように選択
した場合は、通知アクションにより、ユーザにメッセージが修正されたことを通知する必要はあ

りません。

• [X-IronPort-AVヘッダー（X-IronPort-AV Header）]：

アプライアンスのアンチウイルススキャンエンジンにより処理されたすべてのメッセージ

には、X-IronPort-AV:というヘッダーが追加されます。このヘッダーは、特に「スキャンで
きない」と見なされたメッセージについて、アンチウイルス設定に関する問題をデバッグす

る際の追加情報となります。X-IronPort-AVヘッダーをスキャンされたメッセージに含めるか
どうかは、切り替えできます。このヘッダーを含めることを推奨します。

メッセージ処理設定

ウイルススキャンエンジンは、リスナーにより受信される 4つの独立したメッセージクラスに
ついて、それぞれ別々のアクションを実行して処理するように設定できます。「図：ウイルスを

スキャンするメッセージを処理するオプション」は、ウイルススキャンエンジンが有効なとき

に、システムが実行するアクションの概要を示します。

次の各メッセージタイプについて、それぞれ実行するアクションを選択できます。アクションに

ついては後述します（メッセージ処理アクションの設定の構成,（336ページ）を参照）。たとえ
ば、ウイルスに感染したメッセージについて、感染した添付ファイルがドロップされ、電子メー

ルの件名が変更されて、カスタムアラートがメッセージの受信者に送信されるように、ウイルス

対策を設定できます。
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修復されたメッセージの処理

メッセージが完全にスキャンされ、すべてのウイルスが修復または削除された場合は、そのメッ

セージは修復されたと見なされます。これらのメッセージはそのまま配信されます。

暗号化されたメッセージの処理

メッセージ内に暗号化または保護されたフィールドがあるために、エンジンがスキャンを完了で

きなかった場合は、そのメッセージは暗号化されていると見なされます。暗号化されているとマー

クされたメッセージも、修復可能です。

暗号化検出のメッセージフィルタルール（暗号化検出ルール, （190ページ）を参照）と、「暗
号化された」メッセージに対するウイルススキャンアクションの違いに注意してください。暗号

化メッセージフィルタルールは、PGPまたは S/MIMEで暗号化されたすべてのメッセージを
「true」と評価します。暗号化ルールで検出できるのは、PGPおよびS/MIMEで暗号化されたデー
タのみです。パスワードで保護された ZIPファイル、もしくは暗号化されたコンテンツを含む
Microsoft Wordまたは Excelドキュメントは検出できません。ウイルススキャンエンジンは、パ
スワードで保護されたメッセージまたは添付ファイルはすべて「暗号化されている」と見なしま

す。

AsyncOSバージョン 3.8以前からアップグレードして、Sophos Anti-Virusスキャンを設定する
場合は、アップグレード後に「暗号化されたメッセージの処理」の項を設定する必要がありま

す。

（注）

スキャンできないメッセージの処理

スキャンタイムアウト値に到達した場合、または内部エラーによりエンジンが使用不可能になっ

た場合は、メッセージはスキャンできないと見なされます。スキャンできないとマークされたメッ

セージも、修復可能です。

ウイルスに感染したメッセージの処理

システムが添付ファイルをドロップできない、またはメッセージを完全に修復できない場合があ

ります。このような場合は、依然としてウイルスが含まれるメッセージのシステムでの処理方法

を設定できます。

暗号化メッセージ、スキャンできないメッセージ、およびウイルスメッセージの設定オプション

は、どれも同じです。

メッセージ処理アクションの設定の構成

適用するアクション

暗号化されたメッセージ、スキャンできないメッセージ、またはウイルス陽性のメッセージの各

タイプについて、全般的にどのアクションを実行するか（メッセージをドロップする、新しいメッ

セージの添付ファイルとしてメッセージを配信する、メッセージをそのまま配信する、またはメッ
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セージをアンチウイルス隔離エリアに送信する（隔離およびウイルス対策スキャン, （337ペー
ジ）を参照））を選択します。

感染したメッセージを新しいメッセージの添付ファイルとして配信するようにアプライアンスを

設定すると、受信者がオリジナルの感染した添付ファイルをどのように処理するか、選択できる

ようになります。

メッセージをそのまま配信するか、またはメッセージを新しいメッセージの添付ファイルとして

配信することを選択した場合は、追加で次の処理を設定できます。

•メッセージの件名の変更

•オリジナルメッセージのアーカイブ

•一般的な通知の送信。次のアクションは、GUIの [詳細（Advanced）]セクションから実行で
きます。

•メッセージへのカスタムヘッダーの追加

•メッセージ受信者の変更

•代替宛先ホストへのメッセージの送信

•カスタムアラート通知の送信

これらのアクションは、相互に排他的ではありません。ユーザのグループのさまざまな処理

ニーズに合わせて、さまざまな着信または発信ポリシーで、これらのアクションを数個または

すべてを、さまざまに組み合わせることができます。これらのオプションを使用した、さまざ

まなスキャンポリシーの定義に関する詳細については、後述のセクションおよびウイルス対

策設定に関する注意事項, （342ページ）を参照してください。

修復されたメッセージに対する拡張オプションは、[カスタムヘッダーを追加（Add custom
header）]および [カスタムアラート通知を送信（Send custom alert notification）]の 2つのみで
す。その他すべてのメッセージタイプについては、すべての拡張オプションにアクセスでき

ます。

（注）

隔離およびウイルス対策スキャン

隔離フラグの付けられたメッセージは、電子メールパイプラインの残りの処理を継続します。

メッセージがパイプラインの末尾に到達すると、メッセージに 1つ以上の隔離に関するフラグが
設定されていれば、該当するキューに入ります。メッセージがパイプラインの末尾に到達しなけ

れば、隔離エリアには配置されません。

たとえば、コンテンツフィルタはメッセージをドロップまたは返送する場合がありますが、その

場合、メッセージは隔離されません。

オリジナルメッセージのアーカイブ

システムにより、ウイルスが含まれている（または含まれている可能性がある）と判断されたメッ

セージは、「avarchive」ディレクトリにアーカイブできます。この形式は、mbox形式のログファ
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イルです。「Anti-Virus Archive」ログサブスクリプションを設定して、ウイルスが含まれている
メッセージまたは完全にスキャンできなかったメッセージをアーカイブする必要があります。詳

細については、次を参照してください。ログ, （1105ページ）

GUIでは、場合により [詳細（Advanced）]リンクをクリックして [オリジナルのメッセージを
アーカイブ（Archive original message）]を表示する必要があります。

（注）

メッセージの件名ヘッダーの変更

特定のテキスト文字列を前後に追加することで、識別されたメッセージを変更すると、ユーザが

より簡単に識別されたメッセージを判別したり、ソートしたりできるようになります。

[メッセージの件名を修正（Modifymessage subject）]フィールドでは、空白は無視されません。
このフィールドに入力したテキストの後ろまたは前にスペース追加することで、オリジナルの

メッセージ件名と、追加テキストを分けることができます（追加テキストをオリジナルの件名

の前に追加する場合は追加テキストの前、オリジナルの件名の後ろに追加する場合は追加テキ

ストの後ろにスペースを追加します）。たとえば、[WARNING: VIRUS REMOVED]というテキスト

をオリジナルの件名の前に追加する場合は、この後ろに数個のスペースを追加します。

（注）

デフォルトのテキストは次のとおりです。

アンチウイルス件名行変更のデフォルト件名行テキスト

件名に追加されるデフォルトのテキスト判定

[WARNING: MESSAGE ENCRYPTED]暗号化

[WARNING: VIRUS DETECTED]感染している

[WARNING: VIRUS REMOVED]修復されている

[WARNING: A/V UNSCANNABLE]スキャン不可

複数のステートが該当するメッセージについては、アプライアンスがメッセージに対して実行し

たアクションをユーザに知らせる、複数部分で構成された通知メッセージが作成されます（たと

えば、ユーザに対してはメッセージがウイルスを修復されていると通知されていても、メッセー

ジの他の部分は暗号化されている場合があります）。

通知の送信

システムにより、メッセージにウイルスが含まれていると識別されたときに、デフォルトの通知

を送信者、受信者、およびその他のユーザまたはそのいずれかに送信できます。その他のユーザ

を通知対象に指定する場合は、複数のアドレスをコンマで区切ります（CLIおよびGUIの両方）。
デフォルトの通知、メッセージは次のとおりです。
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アンチウイルス通知のデフォルト通知

通知（Notification）判定

次のウイルスがメールメッセージで検出されま

した: <ウイルス名>（The following virus(es) was
detected in a mail message: <virus name(s)>）

実行するアクション:感染している添付ファイル
がドロップされました（または感染している添

付ファイルが修復されました）。（Actionstaken:
Infected attachment dropped (or Infected attachment
repaired).）

修復されている

暗号化されているため、次のメッセージをウイ

ルス対策エンジンによって完全にスキャンでき

ませんでした。（The followingmessage could not
be fully scanned by the anti-virus engine due to
encryption.）

暗号化

次のメッセージをウイルス対策エンジンによっ

て完全にスキャンできませんでした。（The
following message could not be fully scanned by the
anti-virus engine.）

スキャン不可

次の修復不可能なウイルスがメールメッセージ

で検出されました: <ウイルス名>。（The
following unrepairable virus(es) was detected in a
mail message: <virus name(s)>.）

感染している

メッセージへのカスタムヘッダーの追加

アンチウイルススキャンエンジンによってスキャンされたすべてのメッセージに追加する、追加

のカスタムヘッダーを定義できます。[はい（Yes）]をクリックし、ヘッダー名およびテキスト
を定義します。

また、skip-viruscheckアクションを使用するフィルタを作成して、特定のメッセージはウイルス

スキャンを回避するようにもできます。アンチウイルスシステムのバイパスアクション, （243
ページ）を参照してください。

メッセージ受信者の変更

メッセージの受信者を変更して、メッセージが別のアドレスに送信されるようにできます。[はい
（Yes）]をクリックして、新しい受信者のアドレスを入力します。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
339

アンチウイルス

ユーザのウイルススキャンアクションの設定



代替送信ホストにメッセージを送る

暗号化されたメッセージ、スキャンできないメッセージ、またはウイルスに感染したメッセージ

について、異なる受信者または宛先ホストに通知を送信するように選択できます。[はい（Yes）]
をクリックして代替アドレスまたはホストを入力します。

たとえば、疑わしいメッセージを管理者のメールボックスまたは専用のメールサーバに送信し

て、後で調査することができます。受信者が複数のメッセージの場合は、代替受信者に送信され

るコピーは 1つのみです。

カスタムアラート通知の送信

送信者、受信者、およびその他のユーザ（メールアドレス）にカスタム通知を送信できます。そ

のためには、この設定を構成する前に、まずカスタム通知を作成する必要があります。詳細につ

いては、テキストリソースについて, （639ページ）を参照してください。

図 18：ウイルススキャンを実行したメッセージの処理に関するオプション

デフォルトでは、アンチウイルススキャンは、WHITELIST送信者グループが参照するパブ
リックリスナーの $TRUSTEDメールフローポリシーで有効になっています。メールフロー
ポリシーを使用した電子メール送信者のアクセスルールの定義, （118ページ）を参照してく
ださい。

（注）
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送信者および受信者のグループごとのアンチウイルスポリシーの設定

メールポリシーのユーザごとのアンチウイルス設定を編集する処理は、着信メールと発信メール

で基本的に同じです。

個々のポリシー（デフォルト以外）には、[デフォルトを使用（Use Default）]設定値という追加
のフィールドがあります。この設定は、デフォルトのメールポリシー設定を継承するように選択

します。

アンチウイルスアクションは、[受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]または [送信メー
ルポリシー（Outgoing Mail Policies）]を使用して受信者ごとにイネーブルにします。GUIまたは
CLIの policyconfig > antivirusコマンドを使用してメールポリシーを設定できます。アンチウイル
ス設定をグローバルにイネーブルにした後は、作成した各メールポリシーに対して、これらのア

クションを別々に設定します。さまざまなメールポリシーに対して、異なるアクションを設定で

きます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]または [送信メールポ
リシー（Outgoing Mail Policies）]ページに移動します。

ステップ 2 ポリシーを設定するアンチウイルスセキュリティサービスのリンクをクリックします。

デフォルトポリシーの設定を編集するには、デフォルト行のリンクをクリックしま

す。

（注）

ステップ 3 [はい（Yes）]または [デフォルトを使用（Use Default）]をクリックして、そのポリシーのアンチウイル
ススキャンをイネーブルにします。

このページの最初の設定値は、そのポリシーに対してサービスがイネーブルであるかどうかを定義しま

す。[無効（Disable）]をクリックしてすべてのサービスをディセーブルにできます。

デフォルト以外のメールポリシーでは、[はい（Yes）]を選択することで、[修復されたメッセージ（Repaired
Messages）]、[暗号化されたメッセージ（EncryptedMessages）]、[スキャン不能なメッセージ（Unscannable
Messages）]、および [ウイルス感染したメッセージ（Virus InfectedMessages）]領域内の各フィールドがイ
ネーブルになります。

ステップ 4 アンチウイルススキャンエンジンを選択します。McAfeeまたは Sophosのエンジンを選択できます。
ステップ 5 [メッセージのスキャン（Message Scanning）]設定を構成します。

詳細については、メッセージスキャン設定, （334ページ）を参照してください。

ステップ 6 [修復されたメッセージ（RepairedMessages）]、[暗号化されたメッセージ（EncryptedMessages）]、[スキャ
ン不能なメッセージ（Unscannable Messages）]、および [ウイルス感染したメッセージ（Virus Infected
Messages）]の設定を構成します。
メッセージ処理設定, （335ページ）およびメッセージ処理アクションの設定の構成, （336ページ）を参
照してください。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 8 変更を保存します。
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ウイルス対策設定に関する注意事項

添付ファイルのドロップフラグにより、アンチウイルススキャンの動作は大きく異なります。シ

ステムが、[ウイルスが検出され修復できない場合、感染した添付ファイルをドロップする（Drop
infected attachments if a virus is found and it could not be repaired）]ように設定されている場合は、ウ
イルス性またはスキャンできないMIME部分はすべてメッセージから削除されます。そのため、
アンチウイルススキャンの出力は、ほとんど常にクリーンなメッセージになります。GUIペイン
に表示された [スキャン不能なメッセージ（UnscannableMessages）]で定義されるアクションは、
実行されることはほとんどありません。

[ウイルスのみスキャン（Scan forViruses only）]環境では、これらのアクションは悪質なメッセー
ジ部分をドロップすることで、メッセージを「クリーンに」します。RFC822ヘッダーに限り、
RFC822ヘッダー自体が攻撃された、またはその他の問題に遭遇した場合は、スキャンできなかっ
た場合のアクションが実行されます。ただし、アンチウイルススキャンが [ウイルスのみスキャ
ン（Scan forViruses only）]に設定されていながら、[ウイルスが検出され修復できない場合、感染
した添付ファイルをドロップする（Drop infected attachments if a virus is found and it could not be
repaired）]が選択されていない場合は、スキャンできなかった場合のアクションが実行される可
能性は非常に高くなります。

次の表に、一般的なアンチウイルス設定オプションを示します。

一般的なアンチウイルス設定オプション

アンチウイルス設定状況

添付ファイルのドロップ：しない。

スキャン：スキャンのみ。

クリーンアップされたメッセージ：配信する。

スキャンできないメッセージ：メッセージをド

ロップする。

暗号化されたメッセージ：管理者に送るか隔離

して、後で確認する。

ウイルス性のメッセージ：メッセージをドロッ

プする。

ウイルスが広範囲に発生

ウイルス性のメッセージは単純にシステムから

ドロップされ、他の処理が実行されることはほ

とんどありません。
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アンチウイルス設定状況

添付ファイルのドロップ：する。

スキャン：スキャンして修復。

クリーンアップされたメッセージ：[VIRUS
REMOVED]として配信する

スキャンできないメッセージ：添付ファイルと

して転送する。

暗号化されたメッセージ：マークして転送す

る。

ウイルス性のメッセージ：隔離するか、マーク

して転送する。

リベラルなポリシー

できる限り多くのドキュメントを送信します。

添付ファイルのドロップ：する。

スキャン：スキャンして修復。

クリーンアップされたメッセージ：[VIRUS
REMOVED]として配信する

（より慎重なポリシーでは、クリーンアップし

たメッセージをアーカイブします）。

スキャンできないメッセージ：通知を送る、隔

離する、またはドロップしてアーカイブする。

暗号化されたメッセージ：マークして転送す

る、またはスキャンできないメッセージとして

処理する。

ウイルス性のメッセージ：アーカイブしてド

ロップする。

より保守的なポリシー

添付ファイルのドロップ：しない。

スキャン：スキャンのみ。

クリーンアップされたメッセージ：配信する

（通常、このアクションは実行されません）。

スキャンできないメッセージ：添付ファイル、

alt-src-host、または alt-rcpt-toアクションとして
転送する。

暗号化されたメッセージ：スキャンできない

メッセージとして処理する。

ウイルス性のメッセージ：隔離するか管理者に

転送する。

保守的なポリシーでレビューを実施する

ウイルスメッセージの可能性があるものは、後

で管理者が内容を確認できるように、隔離メー

ルボックスに送信されます。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
343

アンチウイルス

ウイルス対策設定に関する注意事項



アンチウイルスアクションのフローダイアグラム

次の図に、アンチウイルスアクションおよびオプションが、アプライアンスで処理されるメッ

セージにどのように影響を及ぼすかを示します。

図 19：アンチウイルスアクションのフローダイアグラム

マルチレイヤアンチウイルススキャンを設定した場合は、Ciscoアプライアンスは最初に
McAfeeエンジンでウイルススキャンを実行し、次に Sophosエンジンでウイルススキャンを
実行します。アプライアンスは、McAfeeエンジンがウイルスを検出しない限りは、両方のエ
ンジンを使用してメッセージをスキャンします。McAfeeエンジンがウイルスを検出した場合
は、Ciscoアプライアンスは、メールポリシーで定義されたアンチウイルスアクション（修
復、隔離など）を実行します。

（注）
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アンチウイルススキャンをテストするためのアプライア

ンスへのメールの送信

ステップ 1 メールポリシーのウイルススキャンをイネーブルにします。

[セキュリティサービス（Security Services）] > [Sophos]または [McAfeeウイルス対策（McAfeeAnti-Virus）]
ページ、またはantivirusconfigコマンドを使用してグローバル設定を行ってから、[電子メールセキュリ
ティマネージャ（Email SecurityManager）]ページ（GUI）または policyconfigの antivirusサブコマンド

を使用して、特定のメールポリシーの設定を構成します。

ステップ 2 標準のテキストエディタを開き、次の文字列をスペースまたは改行を使用せず、1行で入力します。
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

上記の行は、テキストエディタウィンドウで 1行で表示される必要があります。そのため、必
ずテキストエディタのウィンドウは最大にして、改行はすべて削除します。また、テストメッ

セージ開始部の「X5O...」には、数字の「0」ではなく必ず文字の「O」を入力します。

（注）

このマニュアルをコンピュータでお読みの場合は、PDFファイルまたは HTMLファイルから直接この行
をコピーして、テキストエディタに貼ることができます。この行をコピーする場合は、必ずすべての余分

な復帰文字またはスペースを削除します。

ステップ 3 ファイルを EICAR.COMという名前で保存します。

ファイルのサイズは 68～ 70バイトになります。

このファイルはウイルスではありません。拡散したり、他のファイルに感染したり、またはコ

ンピュータに害を与えたりするものではありません。ただし、他のユーザにアラームを与えな

いために、テストを終了したらこのファイルは削除してください。

（注）

ステップ 4 ファイル EICAR.COMを電子メールメッセージに添付して、ステップ 1で設定したメールポリシーに一致
するリスナーに送信します。

テストメッセージで指定した受信者が、リスナーで許可されることを確認します（詳細については、メッ

セージを受け入れるドメインおよびユーザの追加, （152ページ）を参照してください）。

シスコ以外のゲートウェイ（たとえばMicrosoft Exchangeサーバ）で発信メールに対するウイルススキャ
ンソフトウェアをインストールしている場合は、ファイルを電子メールで送信することが難しいことがあ

るため、注意してください。

テストファイルは、常に修復不可能としてスキャンされま

す。

（注）

ステップ 5 リスナー上のウイルススキャンに設定したアクションを評価して、そのアクションがイネーブルであり、

予想どおりに動作していることを確認します。

これは、次のいずれかのアクションを実行することで、最も簡単に達成できます。

1 ウイルススキャンを、[スキャンして修復（ScanandRepair）]モードまたは [スキャンのみ（ScanOnly）]
モードにして、添付ファイルをドロップしないように設定します。
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• EICARテストファイルを添付ファイルとした電子メールを送信します。実行されたアクション
が、[ウイルス感染したメッセージ（Virus Infected Messages）]の処理で設定した内容（ウイルス
に感染したメッセージの処理, （336ページ）の設定）と一致していることを確認します。

2 ウイルススキャンを、[スキャンして修復（ScanandRepair）]モードまたは [スキャンのみ（ScanOnly）]
モードにして、添付ファイルをドロップするように設定します。

• EICARテストファイルを添付ファイルとした電子メールを送信します。

•実行されたアクションが、[修復されたメッセージ（Repaired Messages）]の処理で設定した内容
（修復されたメッセージの処理, （336ページ）の設定）と一致していることを確認します。

アンチウイルススキャンのテスト用ウイルスファイルの取得に関する詳細については、次のURLを参照
してください。http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm

このページでは、ダウンロード可能な 4つのファイルを提供しています。クライアント側にウイルスス
キャンソフトウェアをインストールしている場合は、これらのファイルをダウンロードして抽出するのは

難しいため、注意してください。

ウイルス定義ファイルの更新

HTTP を使用したアンチウイルスアップデートの取得について
SophosおよびMcAfeeは新たに識別されたウイルスのウイルス定義を頻繁にアップデートします。
これらの更新は、アプライアンスに渡す必要があります。

デフォルトでは、Ciscoアプライアンスは、5分ごとにアップデートをチェックするように設定さ
れています。SophosおよびMcAfeeのアンチウイルスエンジンの場合は、サーバは動的Webサイ
トからアップデートします。

アップデートをアプライアンスにダウンロードしている間は、アップデートのタイムアウトには

なりません。アップデートのダウンロードが長時間中断すると、ダウンロードがタイムアウトし

ます。

システムがタイムアウトせずに、アップデートが完了するまで待機する最大時間は、アンチウイ

ルスアップデート間隔より 1分短い値に定義された、動的な値です（[セキュリティサービス
（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]で定義されています）。こ
の設定値は、接続速度の遅いアプライアンスが、完了まで10分を超える大きいアップデートをダ
ウンロードする場合に役立ちます。
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アップデートサーバ設定の構成

[セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]ペー
ジでウイルス更新設定を設定できます。たとえば、システムがアンチウイルスの更新を受ける方

法や更新を確認する頻度を設定できます。追加設定に関する詳細については、サービスアップ

デート, （987ページ）を参照してください。

モニタリングおよび手動での Anti-Virus アップデートチェック
[セキュリティサービス（Security Services）] > [Sophos]または [McAfee]ページまたは CLIの
antivirusstatusコマンドを使用して、アプライアンスに最新のアンチウイルスエンジンおよび

識別ファイルがインストールされていることを確認し、いつ最終のアップデートが実行されたか

確認できます。

また、手動でアップデートを実行することもできます。参照先：手動でのアンチウイルスエンジ

ンの更新, （347ページ）

手動でのアンチウイルスエンジンの更新

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [Sophosウイルス対策（Sophos Anti-Virus）]または [McAfee
ウイルス対策（McAfee Anti-Virus）]ページに移動します。

ステップ 2 [現在のMcAfee/Sophosウイルス対策ファイル（Current McAfee/Sophos Anti-Virus Files）]テーブルで、[今
すぐ更新（Update Now）]をクリックします。
アプライアンスは最新のアップデートを確認してダウンロードします。

次の作業

これは、antivirusstatusおよび antivirusupdateコマンドを使用してコマンドラインインターフェイ
スでも構成できます。

アプライアンスでのアンチウイルスファイルの更新の確認

アップデータログを表示して、アンチウイルスファイルが、すべて正常にダウンロード、抽出、

またはアップデートされたことを確認できます。アップデータログサブスクリプションの最終的

なエントリを表示して、ウイルスアップデートが取得できていることを確認するには、tailコマ
ンドを使用します。
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第 13 章

スパム対策

この章は、次の項で構成されています。

• スパム対策スキャンの概要, 349 ページ

• メッセージがスパムかどうかスキャンするためのアプライアンスの設定方法, 350 ページ

• IronPortスパム対策フィルタリング, 352 ページ

• Cisco Intelligent Multi-Scanのフィルタリング, 356 ページ

• スパム対策ポリシーの定義, 357 ページ

• スパムフィルタからのアプライアンス生成メッセージの保護, 366 ページ

• スパム対策スキャン中に追加されるヘッダー, 366 ページ

• 誤って分類されたメッセージのシスコへの報告, 366 ページ

• 着信リレー構成における送信者の IPアドレスの決定, 371 ページ

• モニタリングルールのアップデート, 381 ページ

• スパム対策のテスト, 382 ページ

スパム対策スキャンの概要
スパム対策プロセスは、設定するメールポリシーに基づいて着信（および発信）のメールの電子

メールをスキャンします。

• 1つ以上のスキャンエンジンはフィルタモジュールによってメッセージをスキャンします。

•スキャンエンジンは、各メッセージにスコアを割り当てます。スコアが高いほど、メッセー
ジがスパムである可能性が高くなります。

•スコアに基づいて、各メッセージは次のいずれかに分類されます。

◦スパムでない
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◦陽性と疑わしいスパム

◦陽性と判定されたスパム

•結果に基づいてアクションが実行されます。

陽性と判定されたスパム、陽性と疑わしいスパム、または不要なマーケティングメッセージとし

て識別されたメッセージに対して実行されるアクションは、相互に排他的ではありません。ユー

ザのグループのさまざまな処理ニーズに合わせて、さまざまな着信または発信ポリシーで、これ

らのアクションの数個またはすべてを、さまざまに組み合わせることができます。同じポリシー

で、陽性と判定されたスパムと陽性と疑わしいスパムを別々に扱うことができます。たとえば、

陽性と判定されたスパムであるメッセージをドロップする一方で、陽性と疑わしいスパムメッ

セージを隔離する必要がある場合があります。

各メールポリシーで、カテゴリの複数のしきい値を指定し、各カテゴリに対して実行するアク

ションを指定できます。異なるメールポリシーに異なるユーザを割り当て、各ポリシーに対して

異なるスキャンエンジン、スパム定義しきい値、スパム処理アクションを定義できます。

スパム対策スキャンの適用方法および適用時期の詳細については、電子メールパイプライン

とセキュリティサービス, （73ページ）を参照してください。
（注）

スパム対策ソリューション

Ciscoアプライアンスは次のスパム対策ソリューションを提供します。

• IronPortスパム対策フィルタリング, （352ページ）。

• Cisco Intelligent Multi-Scanのフィルタリング, （356ページ）.

Ciscoアプライアンスの両方のソリューションを認可して有効にできますが、特定のメールポリ
シーでは 1つしか使用できません。ユーザのグループごとに異なるスパム対策ソリューションを
指定できます。

メッセージがスパムかどうかスキャンするためのアプラ

イアンスの設定方法

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

この表の残りの手順は、両方のスキャン

エンジンにオプションに適用されます。

（注）Eメールセキュリティアプライアンスのスパム対
策スキャニングをイネーブルにします。

ステップ 1   

Cisco IronPort Anti-Spamおよび IntelligentMulti-Scan
の両方のライセンスキーがある場合は、アプライ
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目的コマンドまたはアクション

アンスの両方のソリューションをイネーブルにで

きます。

• IronPortスパム対策フィルタリング,（352ペー
ジ）

• Cisco Intelligent Multi-Scanのフィルタリング,
（356ページ）

ローカルのEメールセキュリティアプライアンス
からスパムを隔離するか、または、セキュリティ

ステップ 2   •ローカルのスパム隔離の設定,（912ページ）

•外部スパム隔離の操作, （1245ページ）
管理アプライアンスの外部隔離を使用するかどう

かを設定します。

送信者および受信者のグループのメールポリシー

の作成, （293ページ）
メッセージのスパムをスキャンするユーザグルー

プを定義します。

ステップ 3   

スパム対策ポリシーの定義, （357ページ）定義したユーザグループのスパム対策スキャン

ルールを設定します。

ステップ 4   

アンチスパムシステムのバイパスアクション, （
242ページ）

特定のメッセージに対するCiscoAnti-Spamスキャ
ンをスキップし、skip-spamcheckアクションを使
用するメッセージフィルタを作成します。

ステップ 5   

各受信メールフローポリシーで、[フロー制御に
SenderBaseを使用（Use SenderBase for Flow
Control）]がオンになっていることを確認します。

（推奨）SenderBaseレピュテーションスコアに基
づいて接続を拒否しない場合でも、SenderBaseレ
ピュテーションスコアを各受信メールフローポ

リシーにイネーブルにします。

ステップ 6   

メールフローポリシーを使用した着信メッセージ

のルールの定義, （127ページ）を参照してくださ
い。

着信リレー構成における送信者の IPアドレスの決
定, （371ページ）

Eメールセキュリティアプライアンスが着信電子
メールを受信するために外部送信者に直接接続し

ない代わりに、メール交換、メール転送エージェ

ステップ 7   

ント、ネットワークの他のマシンからメッセージ

を受信する場合は、リレーされた着信メッセージ

に元の送信者の IPアドレスが含まれていることを
確認します。

スパムフィルタからのアプライアンス生成メッセー

ジの保護, （366ページ）
アプライアンスで正しく生成されたアラートや他

のメッセージがスパムとして間違って識別されな

いようにします。

ステップ 8   

Enable URL Filtering, （429ページ）（任意）メッセージ内の悪意のあるURLに対する
保護を強化するため、URLフィルタリングをイ
ネーブルにします。

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

スパム対策のテスト, （382ページ）設定をテストします。ステップ 10   

両方のスパム対策ソリューションのスキャンルー

ルがCisco更新サーバからデフォルトで取得されま
す。

（任意）サービスの更新を設定します（スパム対

策ルールも含め）。

ステップ 11   

•サービスアップデート, （987ページ）

•プロキシサーバを経由したアップデート, （
992ページ）

•アップグレードおよびアップデートをダウン
ロードするためのサーバ設定,（992ページ）

IronPort スパム対策フィルタリング

評価キー

Ciscoアプライアンスには、Cisco Anti-Spamソフトウェアの 30日間有効な評価キーが付属してい
ます。このキーは、システムセットアップウィザードまたは [セキュリティサービス（Security
Services）] > [IronPort Anti-Spam]ページ（GUI）か、systemsetupコマンドまたは antispamconfigコ
マンド（CLI）で、ライセンス契約書を受諾して初めてイネーブルになります。デフォルトでは、
ライセンス契約書に同意すると、デフォルト着信メールポリシーに対して Cisco Anti-Spamがイ
ネーブルになります。設定した管理者アドレス（システム設定ウィザード、手順2：システム,（
40ページ）を参照）に対して、Cisco Anti-Spamのライセンスの期限が 30日後に切れることを通
知するアラートの送信も行われます。アラートは、期限切れの 30、15、5、および 0日前に送信
されます。30日間の評価期間後もこの機能を有効にする場合の詳細については、Ciscoの営業担
当者にお問い合わせください。残りの評価期間は、[システム管理（System Administration）] > [ラ
イセンスキー（FeatureKeys）]ページを表示するか、または featurekeyコマンドを発行することに
よって確認できます。（詳細については、ライセンスキー（Feature Keys）, （975ページ）を参
照してください）。

Cisco Anti-Spam：概要
IronPort Anti-Spamでは、スパム、フィッシング、ゾンビ攻撃などの既知のあらゆる脅威に対応す
るだけでなく、「419」詐欺など検出が難しく、少量で、短期間の電子メール脅威にも対応しま
す。さらに、IronPort Anti-Spamでは、ダウンロード URLまたは実行ファイルを介して不正なコ
ンテンツを配布するスパム攻撃など、新しい脅威や混合された脅威を識別します。
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これらの脅威を特定するには、IronPortAnti-Spamはそのメッセージコンテンツの完全なコンテキ
スト、メッセージの構築方法、送信者のレピュテーション、メッセージでなどによりアドバタイ

ズされるWebサイトのレピュテーションを検査します。IronPort Anti-Spamは世界最大の電子メー
ルおよびWebモニタリングネットワークである SenderBaseを最大限に活用する電子メールおよ
びWebレピュテーションデータを組み合わせ、開始と同時に新しい攻撃を検出します。

IronPort Anti-Spamは次の分野における 100,000以上のメッセージ属性を分析します。

•電子メールレピュテーション：このメッセージの送信者は誰か。

•メッセージの内容：このメッセージに含まれている内容は何か。

•メッセージ構造：このメッセージはどのように構築されているか。

• Webレピュテーション：遷移先はどこか。

多次元的な関係を分析することにより、精度を維持しながら、システムは多様な脅威を検出でき

ます。たとえば、正規金融機関から送信されたと断言する内容を持ちながら、消費者向けのブロー

ドバンドネットワークに属している IPアドレスから送信されたメッセージや、「ゾンビ」PCに
よってホストされているURLを含むメッセージは、疑わしいメッセージであると見なされます。
これとは対照的に、肯定的なレピュテーションが与えられている製薬会社からのメッセージは、

スパムとの関連性が強い単語を含んでいたとしても、スパムであるとタグ付けされません。

国際地域のスパムのスキャン

Cisco Anti-Spamは世界的に有効な、ロケール固有コンテンツ対応の脅威検出技術を使用します。
また、リージョナルルールプロファイルを使用して特定の地域のスパム対策スキャンを最適化で

きます。

•米国以外の特定の地域から大量のスパムを受信すると、リージョナルルールプロファイル
を使用してその地域のスパムを停止することもできます。

たとえば、中国および台湾で受信するスパムでは、繁体字および簡体字の割合が高くなりま

す。中国語のリージョナルルールは、このタイプのスパムに合わせて最適化されています。

主に中国本土、台湾、香港のメールを受信する場合、シスコでは、スパム対策エンジンに含

まれる中国のリージョナルルールプロファイルを使用することを強く推奨しています。

•スパムが米国または他の特定の地域から主に来る場合、スパムの他のタイプの検出率を低下
する可能性があるため、リージョナルルールをイネーブルにしないでください。これは、

リージョナルルールプロファイルが特定地域向けスパム対策エンジンを最適化するためで

す。

IronPort Anti-Spamスキャンを設定するときにリージョナルルールプロファイルをイネーブルに
できます。
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IronPort Anti-Spam スキャンの設定

IronPort Anti-Spamをシステムセットアップ時に有効にすると、グローバル設定のデフォルト
値を使用し、デフォルトの着信メールポリシーで有効にされます。

（注）

はじめる前に

•リージョナルスキャンを使用するかどうかを設定します。国際地域のスパムのスキャン, （
353ページ）を参照してください。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [IronPort Anti-Spam]を選択します。
ステップ 2 システムセットアップウィザードで [IronPort Anti-Spam]をイネーブルにしなかった場合：

a) [有効（Enable）]をクリックします。
b) ライセンス契約書ページの下部にスクロールし、[承認（Accept）]をクリックしてライセンス契約に合
意します。

ステップ 3 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 4 [IronPort Anti-Spamスキャニングを有効にする（Enable IronPort Anti-Spam Scanning）]チェックボックスを

選択します。

このボックスをオンにすると、アプライアンスの機能がグローバルにイネーブルになります。

ステップ 5 スパム送信者から続々と送信される大量メッセージをスキャンする能力を備えながらも、アプライアンス

のスループット最適化を図るため、Cisco Anti-Spamによるメッセージのスキャンのしきい値を設定しま
す。
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説明オプション

1 [次のサイズより小さい場合は常にメッセージをスキャン（Always
scan messages smaller than）]に値を入力します。推奨値は 1 MB以下
です。「初期終了」の場合を除き、alwaysscanサイズより小さいメッ
セージは完全にスキャンします。このサイズより大きいメッセージ

は、never scanサイズより小さい場合、部分的にスキャンします。

always scanメッセージサイズの値は 1 MBを超えないようにしてく
ださい。値が大きくなると、パフォーマンスが低下する可能性があ

ります。

2 [次のサイズより大きい場合はメッセージをスキャンしない（Never
scan messages larger than）]に値を入力します。推奨値は 2MB以下で
す。このサイズより大きいメッセージは Cisco Anti-Spamによってス
キャンされず、X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: trueというヘッダーは
メッセージに追加されません。

never scanメッセージサイズの値は 2 MBを超えないようにしてくだ
さい。値が大きくなると、パフォーマンスが低下する可能性があり

ます。

always scanサイズより大きいか、または never scanサイズより小さ
いメッセージについては、限定的な高速スキャンを実行します。

アウトブレイクフィルタの最大メッセージサイズが Cisco
Anti-Spamの always scanメッセージよりも大きい場合、ア
ウトブレイクフィルタの最大サイズよりも小さいメッセー

ジは完全にスキャンされます。

（注）

メッセージのスキャンのしきい

値（Message Scanning
Thresholds）

メッセージをスキャンするときにタイムアウトを待機する秒数を入力し

ます。

1～ 120の整数を入力します。デフォルト値は 60秒です。

1つのメッセージのスキャンの
タイムアウト（Timeout for
Scanning Single Message）

リージョナルスキャンをイネーブルまたはディセーブルにします。該当

する場合は、地域を選択します。

指定した地域から大量の電子メールを受信した場合にのみこの機能をイ

ネーブルにします。この機能では特定のリージョンに合わせてスパム対

策エンジンが最適化されるため、他のタイプのスパムについては検出率

の低下を招くおそれがあります。

リージョナルスキャン

（Regional Scanning）

ステップ 6 変更を送信し、保存します。
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Cisco Intelligent Multi-Scan のフィルタリング
Cisco Intelligent Multi-Scanでは、Cisco Anti-Spamを含めた複数のスキャン対策エンジンを組み込
むことにより、多層スパム対策ソリューションを実現しています。

Cisco Intelligent Multi-Scanによって処理された場合：

•メッセージは、サードパーティ製スパム対策エンジンによって最初にスキャンされます。

• Cisco Intelligent Multi-Scanは次に、メッセージおよびサードパーティ製エンジンによる判定
を Cisco Anti-Spamに渡し、最終判定が下されます。

• Cisco Anti-Spamがスキャンを実行した後、結合された複数のスキャンスコアを AsyncOSに
返します。

• CiscoAnti-Spamの低い誤検出率を維持したまま、サードパーティ製スキャンエンジンおよび
シスコのスパム対策の結果を組み合わせることで、より多くのスパムが検出されます。

Cisco IntelligentMulti-Scanで使用されるスキャンエンジンの順序は設定できません。CiscoAnti-Spam
は、常に最後にメッセージをスキャンするエンジンであり、サードパーティ製エンジンによって

スパムであると判定されたメッセージを Cisco Intelligent Multi-Scanがスキップすることはありま
せん。

Cisco IntelligentMulti-Scanを使用すると、システムのスループットが低下する場合があります。詳
細については、シスコのサポート担当者にお問い合わせください

IntelligentMulti-Scan機能キーによって、アプライアンスでCiscoAnti-Spamも有効になります。
その結果、メールポリシーで Cisco Intelligent MultiScanまたは Cisco Anti-Spamのいずれかを
有効にできるようになります。

（注）

Cisco Intelligent Multi-Scan の設定

Cisco Intelligent Multi-Scanをシステムセットアップ時にイネーブルにすると、グローバル設定
のデフォルト値を使用し、デフォルトの着信メールポリシーでイネーブルにされます。

（注）

はじめる前に
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この機能のライセンスキーをアクティブにします。ライセンスキー（Feature Keys）, （975ペー
ジ）を参照してください。これを行った場合にだけ [IronPortインテリジェントマルチスキャン
（IronPort Intelligent Multi-Scan）]オプションが表示されます。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [IronPortインテリジェントマルチスキャン（IronPort Intelligent
Multi-Scan）]を選択します。

ステップ 2 システムセットアップウィザードで Cisco Intelligent Multi-Scanをイネーブルにしていない場合：
a) [有効（Enable）]をクリックします。
b) ライセンス契約書ページの下部にスクロールし、[承認（Accept）]をクリックしてライセンス契約に合
意します。

ステップ 3 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 4 [インテリジェントマルチスキャンを有効にする（Enable Intelligent Multi-Scan）]チェックボックスを選択

します。

このボックスをオンにすると、アプライアンスの機能がグローバルにイネーブルになります。ただし、

メールポリシーの受信者ごとの設定値をイネーブルにする必要は、引き続きあります。

ステップ 5 Cisco Intelligent Multi-Scanでスキャンするしきい値を選択します。
デフォルトの値は次のとおりです。

• 512 K以下は常にスキャンします。

• 1 M超はスキャンしないでください。

ステップ 6 メッセージをスキャンするときにタイムアウトを待機する秒数を入力します。

秒数を指定する場合は、1～ 120の整数を入力します。デフォルト値は 60秒です。

大部分のユーザでは、スキャンする最大メッセージサイズもタイムアウト値も変更する必要がありませ

ん。最大メッセージサイズの設定を小さくして、アプライアンススループットを最適化できる可能性が

あります。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

スパム対策ポリシーの定義
各メールポリシーで、スパムと見なされるメッセージと、これらのメッセージで行われるアク

ションを指定します。また、ポリシーが適されるメッセージをスキャンするエンジンを指定しま

す。

デフォルトの着信および発信メールポリシーに対して、異なる設定を設定できます。別のユーザ

に異なるスパム対策ポリシーが必要な場合は、異なるスパム対策設定を持つ複数のメールポリ

シーを使用します。ポリシーごとに 1つのスパム対策ソリューションだけをイネーブルにできま
す。同じポリシーに両方をイネーブルにすることはできません。

はじめる前に
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•メッセージがスパムかどうかスキャンするためのアプライアンスの設定方法,（350ページ）
のテーブルの、ここまでのすべてのステップを実行します。

•次の概念を十分に理解してください。

◦陽性および陽性と疑わしいスパムのしきい値について, （361ページ）

◦設定例：陽性と判定されたスパムに対するアクションと陽性と疑わしいスパムに対する
アクション, （362ページ）

◦正規の送信元からの不要なマーケティングメッセージ, （362ページ）

◦複数のスパム対策ソリューションをイネーブルにした場合：異なるメールポリシーで
の異なるスパム対策スキャンエンジンの有効化：設定例, （364ページ）

◦スパム対策スキャン中に追加されるヘッダー, （366ページ）

•「スパム対策アーカイブ」ログにスパムをアーカイブする場合は、ログ,（1105ページ）も参
照してください。

•代替メールホストにメッセージを送信する場合は、配信ホスト変更アクション, （237ペー
ジ）も参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（IncomingMail Policies）]ページに移動します。
または

ステップ 2 [メールポリシー（Mail Policies）] > [発信メールポリシー（OutgoingMail Policies）]ページに移動します。
ステップ 3 [スパム対策（Anti-Spam）]列で、任意のメールポリシーのリンクをクリックします。
ステップ 4 [このポリシーのスパム対策スキャンを有効にする（Enable Anti-Spam Scanning for this Policy）]セクション

では、ユーザがポリシーで使用するスパム対策ソリューションを選択します。

表示されるオプションは、イネーブルにしたスパム対策スキャンソリューションに基づきます。

デフォルト以外のメールポリシーの場合、デフォルトのポリシーを使用すると、そのページの他のオプ

ションはディセーブルになります。

このメールポリシーに対してスパム対策スキャンをまとめてディセーブルにすることもできます。

ステップ 5 スパムであることが確実な電子メール、スパムだと疑われる電子メール、およびマーケティングメッセー

ジの設定を行います。
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説明オプション

オプションを選択します。

陽性と判定されたスパムのスキャンはスパム対策スキャンが有効の場合は常に有効

です。

スパムだと疑われる

電子メールのスキャ

ンを有効にする

（Enable Suspected
Spam Scanning）

マーケティング電子

メールのスキャンを

有効にする（Enable
Marketing Email
Scanning）

陽性と判定されたスパム、陽性と疑わしいスパム、または不要なマーケティング

メッセージに対する全般的なアクションを選択します。

•デリバリ

•ドロップ（Drop）

• Bounce

•検疫（Quarantine）

このアクションを

メッセージに適用す

る（Apply This
Action to Message）

識別されたメッセージを別の宛先メールホスト（SMTPルートまたは DNSに示さ
れているもの以外のメールサーバ）に送信できます。

IPアドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力すると、Mail Exchange
（MX）が最初に検索されます。キーが見つからない場合、DNSサーバのAレコー
ドが使用されます（SMTPルートと同じ）。

たとえば、追加の検査のサンドボックスのメールサーバなど、メッセージの方向

を変更するにはこのオプションを使用します。

重要な詳細情報については、配信ホスト変更アクション,（237ページ）を参照して
ください。

（任意）代替ホスト

に送信（Send to
Alternate Host）
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説明オプション

特定のテキスト文字列を前または後に追加して、識別されたメッセージ上の件名の

テキストを変更することにより、スパムおよび不要なマーケティングメッセージ

をユーザが識別およびソートしやすくできます。

このフィールドでは空白は無視されません。このフィールドに入力した

テキストの後ろまたは前にスペース追加することで、オリジナルのメッ

セージ件名と、追加テキストを分けることができます（追加テキストを

オリジナルの件名の前に追加する場合は追加テキストの前、オリジナル

の件名の後ろに追加する場合は追加テキストの後ろにスペースを追加し

ます）。たとえば付加した場合、少数の末尾にスペースを含むテキスト

[SPAM]を追加します。

[件名へテキストを追加（Add Text to Subject）]フィールドでは US-ASCII
文字だけが許可されます。

（注）

件名へテキストを追

加（Add Text to
Subject）

[詳細オプション（Advanced Options）]（カスタムヘッダーとメッセージ配信用）

識別されたメッセージにカスタムヘッダーを追加できます。

[詳細（Advanced）]をクリックし、ヘッダーと値を定義します。

カスタムヘッダーとコンテンツフィルタを併用することで、陽性と疑わしいスパ

ムメッセージ内のURLをリダイレクトして CiscoWebセキュリティプロキシサー
ビスにパススルーするなどのアクションを実行できます。詳細については、カスタ

ムヘッダーを使用して、陽性と疑わしいスパム内のURLをCiscoWebセキュリティ
プロキシにリダイレクトする：設定例, （362ページ）を参照してください。

カスタムヘッダーを

追加(オプション)
（Add Custom
Header (Optional)）

識別されたメッセージを代替エンベロープ受信者アドレスに送信できます。

[詳細（Advanced）]をクリックして代替アドレスを定義します。

たとえば、スパムであると識別されたメッセージを後で調査するために、管理者の

メールボックスにルーティングできます。複数受信者メッセージの場合は、単一の

コピーだけが代替受信者に送信されます。

（任意）代替エンベ

ロープ受信者に送信

（Send to an
Alternate Envelope
Recipient）

識別されたメッセージを「スパム対策アーカイブ」ログにアーカイブできます。こ

の形式は、mbox形式のログファイルです。
アーカイブメッ

セージ（Archive
Message）

デフォルトのしきい値を使用するか、陽性と判定されたスパムのしきい値および陽

性と疑わしいスパムの値を入力します。

スパムしきい値

（SpamThresholds）

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
360

スパム対策

スパム対策ポリシーの定義



次の作業

発信メールのスパム対策スキャンをイネーブルにした場合は、特にプライベートリスナーに関連

するホストアクセステーブルのスパム対策設定を確認します。メールフローポリシーを使用し

た電子メール送信者のアクセスルールの定義, （118ページ）を参照してください。

陽性および陽性と疑わしいスパムのしきい値について

メッセージがスパムであるかどうかを評価するときに、両方のスパム対策スキャンソリューショ

ンは、メッセージの総合スパム評点に達するために何千ものルールを適用します。スコアは、メッ

セージをスパムとして見なすかどうかを決定するため、該当するメールポリシーで指定されたし

きい値と比較されます。

最高精度では、スパムとして陽性と識別する精度はデフォルトでかなり高く設定されています。

90～ 100の範囲のメッセージスコアは、陽性と判定されたスパムであると見なされます。陽性と
疑わしいスパムのデフォルトのしきい値は 50です。

•陽性と疑わしいスパムのしきい値未満のスコアを持つメッセージは正規のメッセージと見な
されます。

•陽性と疑わしいスパムのしきい値を超えているが、陽性と識別されたしきい値未満のメッ
セージは、スパムの疑いがあると見なされます。

各メールポリシーで陽性および陽性と疑わしいスパムのしきい値をカスタマイズし、組織のスパ

ムの許容レベルを反映するスパム対策ソリューションを設定できます。

50～ 99の値に陽性と判定されたスパムのしきい値を変更できます。25から陽性と判定されたス
パムに指定した値までの範囲の任意の値に、陽性と疑わしいスパムのしきい値を変更できます。

しきい値を変更する場合：

•低い番号（より積極的な設定）を指定すると、より多くのメッセージをスパムとして識別
し、より多くの誤検出が生成される場合があります。これによって、ユーザがスパムを受け

るリスクは低くなりますが、スパムとしてマークされた正規のメールを受けるリスクは高く

なります。

•より高い数（より保守的な設定）を指定すると、より少ないメッセージをスパムとして識別
し、より多くのスパムを配信する可能性があります。これによって、ユーザがスパムを受け

るリスクは高くなりますが、正規のメールがスパムとして除かれるリスクは低くなります。

理想的には、正しく設定した場合、メッセージの件名はそのメッセージがスパムである可能

性が高いことを識別し、メッセージは配信されます。

陽性と判定されたスパムと陽性と疑わしいスパムに対して異なるアクションを定義できます。た

とえば、「陽性と判定された」スパムをドロップしますが、「陽性と疑わしい」スパムは隔離し

ます。
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設定例：陽性と判定されたスパムに対するアクションと陽性と疑わし

いスパムに対するアクション

サンプルアクション

（Conservative）
サンプルアクション

（Aggressive）
スパム

•メッセージの件名に「[Positive Spam]」を追

加して配信、または

•検疫（Quarantine）

削除陽性と判定され

た

メッセージの件名に「[Suspected Spam]」を追加

して配信

メッセージの件名に

「[Suspected Spam]」を追

加して配信

陽性と疑わしい

積極的な例では、陽性と識別されたメッセージをドロップし、スパムの疑いのあるメッセージだ

けにタグを付けます。管理者およびエンドユーザは、着信メッセージの件名行を調べて、false
positiveでないかどうかを確認でき、管理者は必要に応じて、陽性と疑わしいスパムのしきい値を
調整できます。

保守的な例では、陽性と判定されたスパムと陽性と疑わしいスパムは、件名を変更して通過され

ます。ユーザは、陽性と疑わしいスパムおよび陽性と判定されたスパムを削除できます。この方

式は、1番目の方式よりも保守的です。

メールポリシーの積極的および保守的なポリシーの詳細については、管理例外,（297ページ）を
参照してください。

正規の送信元からの不要なマーケティングメッセージ

マーケティング電子メール設定をメールポリシーのアンチスパム設定の下に構成した場合、AsyncOS
9.5 forEmailへのアップグレード後、アンチスパム設定の下のマーケティング電子メール設定は同
じポリシーのグレイメール設定の下に移動されます。グレイメールの管理,（385ページ）を参照
してください。

カスタムヘッダーを使用して、陽性と疑わしいスパム内の URL を Cisco
Web セキュリティプロキシにリダイレクトする：設定例

受信者が陽性と疑わしいスパム内のリンクをクリックしたときに、その要求が Cisco Webセキュ
リティプロキシサービスにルーティングされるように、メッセージ内の URLを書き換えること
ができます。これにより、クリック時にサイトの安全性が評価され、既知の悪意のあるサイトへ

のアクセスがブロックされます。
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はじめる前に

URLフィルタリング機能とその前提条件をイネーブルにしてください。URLフィルタリングの設
定, （428ページ）を参照してください。

ステップ 1 陽性と疑わしいスパムメッセージにカスタムヘッダーを適用します。

a) [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]を選択します。
b) [スパム対策（Anti-Spam）]列で、ポリシー（デフォルトポリシーなど）のリンクをクリックします。
c) [サスペクトスパムの設定（Suspected Spam Settings）]セクションで、陽性と疑わしいスパムのスキャ
ンをイネーブルにします。

d) [詳細（Advanced）]をクリックして、[カスタムヘッダーを追加（Add Custom Header）]オプションを
表示します。

e) url_redirectなどのカスタムヘッダーを追加します。
f) 変更を送信し、保存します。

ステップ 2 カスタムヘッダーを持つメッセージ内の URLをリダイレクトするコンテンツフィルタを作成します。
a) [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]を選択しま
す。

b) [フィルタの追加（Add Filter）]をクリックします。
c) フィルタに url_redirectという名前を付けます。
d) [条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
e) [その他のヘッダー（Other Header）]をクリックします。
f) ヘッダー名 url_redirectを入力します。
これが上記で作成したヘッダーと正確に一致することを確認してください。

g) [ヘッダーが存在（Header exists）]を選択します。
h) [OK]をクリックします。
i) [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
j) [URLカテゴリ（URL Category）]をクリックします。
k) [利用可能なカテゴリ（AvailableCategories）]ですべてのカテゴリを選択し、[選択したカテゴリ（Selected

Categories）]に追加します。
l) [URLに対するアクション（Action onURL）]で、[Cisco Security Proxyにリダイレクト（Redirect to Cisco

Security Proxy）]を選択します。
m) [OK]をクリックします。

ステップ 3 メールポリシーにコンテンツフィルタを追加します。

a) [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]を選択します。
b) [コンテンツフィルタ（Content Filters）]列で、前の手順で選択したポリシーのリンクをクリックしま
す。

a) [コンテンツフィルタを有効にする（EnableContent Filters）]を選択します（選択されていない場合）。
b) チェックボックスを選択して、url_filteringコンテンツフィルタをイネーブルにします。
c) 変更を送信し、保存します。
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異なるメールポリシーでの異なるスパム対策スキャンエンジンの有

効化：設定例

システムセットアップウィザード（または CLIの systemsetupコマンド）を使用すると、Cisco
IntelligentMulti-ScanまたはCisco Anti-Spamエンジンのいずれかをイネーブルにするオプションが
示されます。システムセットアップ中に両方をイネーブルにできませんが、システムセットアッ

プが完了した後に [セキュリティサービス（SecurityServices）]メニューを使用して、選択しなかっ
たスパム対策ソリューションをイネーブルにできます。

システムのセットアップが終了すれば、[メールポリシー（Mail Policies）] > [着信メールポリシー
（IncomingMail Policies）]ページから着信メールポリシー用のスパム対策スキャンソリューショ
ンを設定できます（スパム対策スキャンは、発信メールポリシーでは通常無効です）。ポリシー

のスパム対策スキャンもディセーブルにできます。

この例では、デフォルトのメールポリシーおよび「パートナー」ポリシーで、陽性スパムおよび

陽性と疑わしいスパムを隔離するために Cisco Anti-Spamスキャンエンジンを使用しています。

図 20：メールポリシー：受信者ごとのスパム対策エンジン

パートナーのポリシーを変更して、不要なマーケティングメッセージに対して Cisco Intelligent
Multi-Scanとスキャンを使用するには、パートナーの行に対応する [スパム対策（Anti-Spam）]列
のエントリ（[デフォルトを使用（Use Default）]）をクリックします。

スキャンエンジンに Cisco Intelligent Multi-Scanを選択し、不要なマーケティングメッセージの検
出をイネーブルにする場合は [はい（Yes）]を選択します。不要なマーケティングメッセージの
検出にデフォルト設定を使用します。
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次の図は、Cisco Intelligent Multi-Scanと不要なマーケティングメッセージの検出がポリシーでイ
ネーブルに設定されていることを示します。

図 21：メールポリシー：Cisco Intelligent Multi-Scan のイネーブル化

変更の送信と確定後のメールポリシーは次のようになります。

図 22：メールポリシー：Intelligent Multi-Scan がイネーブルにされたポリシー
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スパムフィルタからのアプライアンス生成メッセージの

保護
Cisco IronPortアプライアンスから自動送信された電子メールメッセージ（メールアラートおよび
スケジュールレポートなど）には、誤ってスパムとして識別される可能性のある URLまたは他
の情報が含まれることがあるため、確実に配信されるよう次を実行します。

スパム対策スキャンをバイパスする着信メールポリシーにこれらのメッセージの送信者を含めま

す。送信者および受信者のグループのメールポリシーの作成,（293ページ）およびアンチスパム
システムのバイパスアクション, （242ページ）を参照してください。

スパム対策スキャン中に追加されるヘッダー
•いずれかのスパム対策スキャンエンジンがメールポリシーでイネーブルにされている場合、
そのポリシーを通過した各メッセージは次のヘッダーをメッセージに追加します。

X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true

X-IronPort-Anti-Spam-Result

2番目のヘッダーには、メッセージのスキャンに使用されたルールとエンジンのバージョン
をシスコサポートで識別するための情報が含まれます。結果の情報は、符号化された独自の

情報であり、顧客による復号は可能ではありません。

• Cisco Intelligent Multi-Scanでは、サードパーティ製アンチスパムスキャンエンジンからの
ヘッダーも追加します。

•陽性と判定されたスパム、陽性と疑わしいスパム、不要なマーケティングメールとして識別
される特定のメールポリシーのすべてのメッセージに追加する追加のカスタムヘッダーを

定義できます。スパム対策ポリシーの定義, （357ページ）を参照してください。

誤って分類されたメッセージのシスコへの報告
分類が誤っていると思われるメッセージを、分析用にシスコに報告できます。報告されたメッセー

ジは、製品の精度および有効性を高めるために使用されます。

誤って分類されたメッセージは、次のカテゴリに属するものを報告いただけます。

•検出されなかったスパム

•スパムとしてマークされたがスパムではないメッセージ

•検出されなかったマーケティングメッセージ

•マーケティングメッセージとしてマークされたがマーケティングメッセージではないメッ
セージ

•検出されなかったフィッシングメッセージ
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誤って分類されたメッセージのシスコへの報告方法

はじめる前に

誤って分類されたメッセージをシスコに報告する前に、次の手順を実行する必要があります。こ

の手順は一度だけ実行してください。

ステップ 1 組織内すべてのアプライアンスに共通の登録 IDを設定します。登録 IDは、特定の組織に属しているCisco
Eメールセキュリティゲートウェイから行われた送信を識別するための一意の IDです。

1 Webインターフェイスを使用してアプライアンスにログインします。
2 [システム管理（System Administration）] > [電子メール送信およびトラッキングポータル登録（Email

Submission and Tracking Portal Registration）]に移動します。
3 アプライアンスがクラスタの一部である場合は、モードをクラスタレベルに設定します。

4 [登録 IDの設定（Set Registration ID）]をクリックします。
5 [登録 ID（Registration ID）]フィールドに値を入力します。入力する値は、16文字以上 48文字以下と
して、英数字、ハイフン（-）、およびアンダースコア（_）のみで構成する必要があります。

6 変更を送信し、保存します。

7 アプライアンスがクラスタの一部ではない場合、組織内すべてのアプライアンスでステップ 1～ 6を
繰り返す必要があります。

CLIで portalregistrationconfigコマンドを使用して登録 IDを設定することもできます。

ステップ 2 シスコ電子メール送信およびトラッキングポータルに管理者として登録します。シスコ電子メール送信お

よびトラッキングポータルはWebベースのツールであり、電子メール管理者は誤って分類されたメッセー
ジをシスコに報告してそれらを追跡できます。

1 Ciscoクレデンシャルを使用して、Cisco SecurityHub（https://securityhub.cisco.com/）にログインします。
2 [電子メールの送信およびトラッキング（）]をクリックします。
3 電子メール送信およびトラッキングポータルで、[管理者として（Asadministrator）]を選択し、ステッ
プ1で作成した登録 IDを入力して、[登録（Register）]をクリックします。ここで入力する登録 IDは、
アプライアンスでの電子メール送信およびトラッキングポータルの設定中に入力したのと必ず同じも

のにします。

ステップ 3 シスコ電子メール送信およびトラッキングポータルに登録します。

1 シスコ電子メール送信およびトラッキングポータルに移動します。

2 [構成（Configuration）] > [ドメイン（Domains）]をクリックします。
3 [新規ドメインを追加（Add new domain）]をクリックします。
4 組織のドメインを入力して、[追加（Add）]をクリックします。

必ず有効なドメイン名を入力します。たとえば、example.comは電子メールアドレス

user@example.comのドメイン名です。組織内に複数のドメインがある場合は、必ずすべてのド

メインを追加します。

（注）
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ドメインの追加要求は postmaster@domain.comに送信されます。ここで domain.comはこのステップで入力
したドメインを示しています。このドメインからの管理者は、要求を確認して承認します。

組織が postmaster@domain.comを使用していないか、または管理者に postmasterメールボックスへのアク
セス権がない場合には、メッセージフィルタを（すべてのアプライアンス上で）作成して、

SubmissionPortal@cisco.comから postmaster@domain.comに送信されるメッセージを別の電子メールアド

レスにリダイレクトします。次に示すのは、サンプルのメッセージフィルタです。

redirect_postmaster: if (rcpt-to == "postmaster@domain.com") AND (mail-from ==

"^SubmissionPortal@cisco.com$") { alt-rcpt-to ("admin@domain.com"); }

誤って分類されたメッセージのシスコへの報告方法

詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/
200648-ESA-FAQ-How-to-work-with-Cisco-Email-Su.htmlを参照してください。

ステップ 1 誤って分類されたメッセージのシスコへの報告方法,（367ページ）の「はじめる前に」の項に記載されて
いる手順を実行します。

ステップ 2 誤って分類されたメッセージをシスコに報告するには、次の方法のいずれかを使用します。

• Cisco Eメールセキュリティプラグインの使用, （369ページ）

•シスコ電子メール送信およびトラッキングポータルの使用, （369ページ）

•誤って分類されたメッセージの添付ファイルとしての転送, （370ページ）

誤って分類されたメッセージをシスコに報告すると、2時間以内に電子メール通知が届きます。次に示す
のは、電子メール通知の例です。

電子メール通知が2時間以内に届かない場合は、送信が失敗している可能性があります。トラブルシュー
ティングの手順については、ポータルで、[ヘルプ（Help）] > [トラブルシューティングの手順
（Troubleshooting Instructions）]をクリックしてください。
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Cisco E メールセキュリティプラグインの使用
Cisco Email Security Plug-Inは、Microsoft Outlookを使用してユーザ（電子メール管理者とエンド
ユーザ）が誤って分類されたメッセージをシスコへ報告できるようにするツールです。このプラ

グインをMicrosoft Outlookの一部として展開する場合、レポートメニューがMicrosoft Outlookの
Webインターフェイスに追加されます。このプラグインのメニューを使用して、誤って分類され
たメッセージをレポートできます。

その他の情報

•次のページからCisco Email Security Plug-Inをダウンロードできます：https://software.cisco.com/
portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=284900944&flowid=41782&softwareid=283090986。

•詳細については、『Cisco Email Security Plug-In Administrator Guide』http://www.cisco.com/c/en/
us/support/security/email-encryption/products-user-guide-list.htmlを参照してください。

シスコ電子メール送信およびトラッキングポータルの使用

シスコ電子メール送信およびトラッキングポータルは、メール管理者が、誤って分類されたメッ

セージをシスコへ報告することができるWebベースのツールです。管理者は、ポータルを使用し
て、組織からの送信も追跡できます。

現在、ポータルを使用して、誤って分類されたスパムメッセージのみ報告できます。（注）

ステップ 1 Ciscoクレデンシャルを使用して、Cisco SecurityHub（https://securityhub.cisco.com/）にログインします。
ステップ 2 [電子メールの送信およびトラッキング（）]をクリックします。
ステップ 3 電子メール送信およびトラッキングポータルの [送信（Submissions）]タブで、[新しい送信（New

Submission）]をクリックします。
ステップ 4 誤って分類されたメッセージを選択します。これらのメッセージはEML形式である必要があり、メッセー

ジの合計サイズが 15 MBを超えてはいけません。
ステップ 5 [作成（Create）]をクリックします。

次の作業

その他の情報

シスコ電子メール送信およびトラッキングポータルの詳細については、次のドキュメントを参照

してください。
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参照先：方法

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance
/117822-qanda-esa-00.html

電子メール送信およびト

ラッキングポータルを使用

して、誤って分類された

メッセージをシスコに報告

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance
/200648-ESA-FAQ-How-to-work-with-Cisco-Email-Su.html

シスコ電子メール送信およ

びトラッキングポータルの

操作

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/
200653-ESA-FAQ-Troubleshooting-Email-Submissio.html

シスコ電子メール送信およ

びトラッキングポータルの

トラブルシューティング

誤って分類されたメッセージの添付ファイルとしての転送

メッセージのカテゴリに応じて、以下のアドレスに RFC 822添付ファイルとしてそれぞれの誤っ
て分類されたメッセージを転送できます。

•見逃されたスパム：spam@access.ironport.com

•メッセージはスパムとしてマークされたがスパムではない ham@access.ironport.com

•見逃されたマーケティングメッセージ ads@access.ironport.com

•メッセージはマーケティングメッセージとしてマークされたがマーケティングメッセージ
ではない not_ads@access.ironport.com

•見逃されたフィッシングメッセージ phish@access.ironport.com

メッセージを転送するのに次の電子メールプログラムのいずれかを使用すると、最適な結果を得

ることができます。

• Apple Mail

• Microsoft Outlook for Mac

• Microsoft Outlook Web App

• Mozilla Thunderbird

Microsoft Outlook 2010、2013、2016 for Microsoft Windowsを使用している場合は、誤って分類
されたメッセージを報告するのに、Cisco Email Security Plug-InまたはMicrosoft Outlook Web
Appを使用する必要があります。これは、Windows用の Outlookが必要なヘッダーをそのまま
にしてメッセージを転送できないためです。また、添付ファイルとして元のメッセージを転送

することができる場合にのみ、モバイルプラットフォームを使用します。

注意
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送信を追跡する方法

送信の詳細が示された電子メール通知を受け取ったら、シスコ電子メール送信およびトラッキン

グポータルで送信を表示および追跡できます。

ステップ 1 Ciscoのクレデンシャルを使用して、Cisco SecurityHubにログインします（https://securityhub.cisco.com/)）。
ステップ 2 [電子メールの送信およびトラッキング（）]をクリックします。
ステップ 3 電子メール送信およびトラッキングポータルで、[送信（Submissions）]をクリックします。
ステップ 4 フィルタ（期間、送信 ID、件名、送信者、およびステータス）を使用して送信を検索します。

次の作業

詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/
200648-ESA-FAQ-How-to-work-with-Cisco-Email-Su.html.を参照してください。

着信リレー構成における送信者の IP アドレスの決定
1つ以上のメール交換/転送エージェント（MXまたはMTA）、フィルタサービスが Ciscoアプラ
イアンスと着信メールを送信する外部マシンとの間のネットワークのエッジに配置されている場

合、アプライアンスは送信元マシンの IPアドレスを決定することはできません。代わりに、メー
ルはローカルMX/MTAから送信されたように見えます。ただし、IronPort Anti-Spamおよび Cisco
Intelligent Multi-Scan（SenderBaseレピュテーションサービスを使用）は外部送信者の正確な IPア
ドレスに依存します。

ソリューションは、着信リレーを使用するようにアプライアンスを設定することです。Ciscoアプ
ライアンスに接続するすべての内部MX/MTAの名前と IPアドレス、発信元 IPアドレスを保管す
るのに使用するヘッダーを指定します。
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着信リレーを使用した環境例

次の図に、着信リレーの非常に基本的な例を示します。ローカルMX/MTAによってメールがCisco
アプライアンスにリレーされているため、IPアドレス 7.8.9.1からのメールは IPアドレス 10.2.3.4
からのように見えます。

図 23：MX/MTA によるメールリレー：簡易

次の図に別の 2つの例を示します。この例は、少し複雑であり、ネットワーク内でのメールのリ
レー方法と、Ciscoアプライアンスへの受け渡し前に実施できる、ネットワーク内の複数サーバに
おけるメールの処理方法を示します。例 Aでは、7.8.9.1からのメールがファイアウォールを通過
し、MXおよびMTAで処理されてから、Ciscoアプライアンスに配信されます。例Bでは、7.8.9.1
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からのメールがロードバランサまたは他のタイプのトラフィックシェーピングアプライアンス

に送信され、一連のMXのいずれかに送信されてから、Ciscoアプライアンスに配信されます。

図 24：MX/MTA によるメールリレー：拡張

着信リレーを使用するアプライアンスの設定

着信リレー機能のイネーブル化

ローカルMX/MTAがメールを Ciscoアプライアンスにリレーする場合のみ、着信リレー機能
を有効にしてください。

（注）

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [着信リレー（Incoming Relays）]を選択します。
ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 3 変更を保存します。
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着信リレーの追加

識別する着信リレーを追加します。

• Eメールセキュリティアプライアンスに着信メッセージをリレーするネットワークの各マシ
ン、および

•元の外部送信者の IPアドレスが分類されるヘッダー。

はじめる前に

これらの前提条件を完了するために必要な情報は、リレーされたメッセージのメッセージヘッ

ダー, （375ページ）を参照してください。

•元の外部送信者の IPアドレスを識別するカスタムまたは Receivedヘッダーを使用するかど
うかを設定します。

•カスタムヘッダーを使用する場合：

◦リレーされたメッセージの発信元 IPアドレスを分類する正確なヘッダーを設定します。

◦各MX、MTA、または元の外部送信元に接続している他のマシンは、受信メッセージに
元の外部送信者のヘッダー名と IPアドレスを追加するには、そのマシンを設定します。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [着信リレー（Incoming Relays）]を選択します。
ステップ 2 [リレーの追加（Add Relay）]をクリックします。
ステップ 3 このリレーの名前を入力します。

ステップ 4 MTA、MX、または着信メッセージをリレーするために Eメールセキュリティアプライアンスに接続し
ている他のマシンの IPアドレスを入力します。
IPv4または IPv6アドレス、標準 CIDR形式、または IPアドレス範囲を使用できます。たとえば、電子
メールを受信する複数のMTAをネットワークのエッジに配置している場合に、すべてのMTAを含む IP
アドレスの範囲、たとえば 10.2.3.1/8や 10.2.3.1-10を入力する場合があります。

IPv6アドレスの場合、AsyncOSは次の形式をサポートします。

• 2620:101:2004:4202::0-2620:101:2004:4202::ff

• 2620:101:2004:4202::

• 2620:101:2004:4202::23

• 2620:101:2004:4202::/64

ステップ 5 元の外部送信者の IPアドレスを識別するヘッダーを指定します。
ヘッダーを入力する場合に、末尾のコロンを入力する必要はありません。

a) ヘッダータイプの選択：
カスタムヘッダー（推奨）または Receivedヘッダーを選択します。
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b) カスタムヘッダーの場合：
リレーされたメッセージに追加するリレーマシンを設定したヘッダー名を入力します。

次に例を示します。

SenderIP

または

X-CustomHeader

c) Receivedヘッダーの場合：
IPアドレスの前に配置される文字または文字列を入力します。IPアドレスを調査する「ホップ」数を
入力します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

次の作業

次を行うことを検討します。

• DHAPの無制限のメッセージがあるメールフローポリシーを送信者グループにリレーするマ
シンを追加します。説明については、着信リレーおよびディレクトリハーベスト攻撃防止,
（379ページ）を参照してください。

•トラッキングおよびトラブルシューティングを容易にするには、使用されるヘッダーを示す
ようにアプライアンスのロギングを設定します。使用するヘッダーを指定するログの設定,
（381ページ）を参照してください。

リレーされたメッセージのメッセージヘッダー

リレーされたメッセージの元の送信者の識別にヘッダーのタイプが次のいずれかを使用するよう

にアプライアンスを設定します。

カスタムヘッダー

カスタムヘッダーを使用して元の送信者を識別する推奨される方法です。元の送信者に接続する

マシンでは、このカスタムヘッダーを追加する必要があります。このヘッダーの値は、外部の送

信マシンの IPアドレスになることが予期されます。次に例を示します。

SenderIP: 7.8.9.1

X-CustomHeader: 7.8.9.1

ローカルMX/MTAで不定ホップ数のメールを受信する場合は、カスタムヘッダーを挿入するこ
とが、着信リレー機能をイネーブルにする唯一の方法です。たとえば、次の図では、パス Cとパ
スDの両方が IPアドレス 10.2.3.5まで至る一方で、パス Cは 2ホップ、パスDは 1ホップです。
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この状況では、ホップ数が異なる場合があるため、カスタムヘッダーを使用して、着信リレーが

正しく設定されるようにする必要があります。

図 25：MX/MTA によるメールリレー：不定ホップ数

Received ヘッダー

MX/MTAを設定する際に、送信 IPアドレスを含むカスタムヘッダーの組み込みは選択肢になら
ない場合、着信リレー機能は、メッセージの「Received:」ヘッダーを調査することによって送信
IPアドレスの判別を試行するように設定できます。「Received:」ヘッダーを使用する方法は、ネッ
トワーク「ホップ」の数が常に一定である IPアドレスの場合に限り機能します。つまり、最初の
ホップにあるマシン（「図：MX/MTAによるメールリレー：拡張」の 10.2.3.5）は、ネットワー
クのエッジからのホップ数が常に等しい必要があります。受信メールが Ciscoアプライアンスに
接続しているマシンへの別のパスを取ることができる場合（「図：MX/MTAによるメールリレー：
不定ホップ数」で説明しているように、異なるホップ数になる）、カスタムヘッダーを使用する

必要があります（カスタムヘッダー, （375ページ）を参照してください）。

解析対象文字または文字列および逆行して検索するネットワークホップ数（またはReceived:ヘッ
ダー数）を指定します。ホップは、基本的に、メッセージがマシン間で転送されることを指しま

す（Ciscoアプライアンスによる受信はホップとしてカウントされません。詳細については、使用
するヘッダーを指定するログの設定, （381ページ）を参照してください）。AsyncOSは、指定さ
れたホップ数に対応するReceived:ヘッダー内の解析対象文字または文字列の最初のオカレンスに
続く最初の IPアドレスを参照します。たとえば、2ホップを指定した場合は、Ciscoアプライアン
スから逆行して 2つめの Received:ヘッダーが解析されます。解析対象文字も有効な IPアドレス
も見つからない場合、Ciscoアプライアンスは接続マシンの実際の IPアドレスを使用します。

次の例のメールヘッダーの場合、左角カッコ（[）と 2ホップを指定した場合は、外部マシンの
IPアドレスは 7.8.9.1です。ただし、右カッコ（)）および解析対象文字を指定した場合は、有効

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
376

スパム対策

着信リレーを使用するアプライアンスの設定



な IPアドレスが見つかりません。この場合、着信リレー機能はディセーブルであると見なされ、
接続元マシンの IP（10.2.3.5）が使用されます。

「図：MX/MTAによるメールリレー：拡張」の例で着信リレーは次のとおりです。

•パス A：10.2.3.5（Receivedヘッダーを使用して 2ホップ）および

•パス B：10.2.6.1（Receivedヘッダーを使用して 2ホップ）

次の表に、「図：MX/MTAによるメールリレー：拡張」のように、Ciscoアプライアンスへの途
中にいくつかのホップを通過するメッセージの電子メールヘッダーの例を示します。この例は、

受信者の受信箱に到着したメッセージで表示される、外部からのヘッダー（Ciscoアプライアンス
では無視）を示します。指定するホップ数は 2になります。

表 34：一連の Received: ヘッダー（パス A 例 1）

Microsoft Mail Internet Headers Version 2.0

Received: from smemail.rand.org ([10.2.2.7]) by smmail5.customerdoamin.org with

Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713);

Received: from ironport.customerdomain.org ([10.2.3.6]) by

smemail.customerdoamin.org with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713);

1

Received: from mta.customerdomain.org ([10.2.3.5]) by ironport.customerdomain.org

with ESMTP; 21 Sep 2005 13:46:07 -0700

2

Received: from mx.customerdomain.org (mx.customerdomain.org) [10.2.3.4]) by

mta.customerdomain.org (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id j8LKkWu1008155 for

<joefoo@customerdomain.org>

3

Received: from sending-machine.spamham.com (sending-machine.spamham.com [7.8.9.1])

by mx.customerdomain.org (Postfix) with ESMTP id 4F3DA15AC22 for

<joefoo@customerdomain.org>

4

Received: from linux1.thespammer.com (HELO linux1.thespammer.com) ([10.1.1.89])

by sending-machine.spamham.com with ESMTP;

Received: from exchange1.thespammer.com ([10.1.1.111]) by linux1.thespammer.com

with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.1830);

Subject: Would like a bigger paycheck?

Date: Wed, 21 Sep 2005 13:46:07 -0700

From: "A. Sender" <asend@otherdomain.com>

To: <joefoo@customerdomain.org>

5

上記の表のメモ：

• Ciscoアプライアンスでは、これらのヘッダーを無視します。
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• Ciscoアプライアンスがメッセージを受信します（ホップとしてカウントされない）。

•最初のホップ（着信リレー）。

•第 2ホップ。これは、送信側MTAです。IPアドレスは 7.8.9.1です。

• Ciscoアプライアンスでは、これらのMicrosoft Exchangeヘッダーを無視します。

次の表に、外部ヘッダーを除く、同じ電子メールメッセージのヘッダーを示します

表 35：一連の Received: ヘッダー（パス A 例 2）

Received: from mta.customerdomain.org ([10.2.3.5]) by ironport.customerdomain.org

with ESMTP; 21 Sep 2005 13:46:07 -0700

1

Received: from mx.customerdomain.org (mx.customerdomain.org) [10.2.3.4]) by

mta.customerdomain.org (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id j8LKkWu1008155 for

<joefoo@customerdomain.org>;

2

Received: from sending-machine.spamham.com (sending-machine.spamham.com [7.8.9.1])

by mx.customerdomain.org (Postfix) with ESMTP id 4F3DA15AC22 for

<joefoo@customerdomain.org>;

3

次の図に、GUIの [リレーの追加（AddRelay）]ページで設定されたパスA（前述）の着信リレー
を示します。

図 26：Received ヘッダー付きで設定された着信リレー

着信リレーが機能にどのように影響するか

着信リレーとフィルタ

着信リレー機能では、SenderBaseレピュテーションサービスに関連するさまざまなフィルタルー
ル（reputation、no-reputation）に正しい SenderBaseレピュテーションスコアを提供します。
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着信リレー、HAT、SBRS および送信者グループ
HATポリシーグループは、着信リレーからの情報は現在は使用していません。ただし、着信リ
レー機能では SenderBaseレピュテーションスコアを提供するため、メッセージフィルタおよび
$reputation変数によって HATポリシーグループ機能をシミュレートできます。

着信リレーおよびディレクトリハーベスト攻撃防止

リモートホストが、ネットワーク上で着信リレーとして使われているMXまたはMTAにメッセー
ジを送ることでディレクトリ獲得攻撃防止を試みる場合、アプライアンスは、ディレクトリ獲得

攻撃防止（DHAP）がイネーブルに設定されたメールフローポリシーを持つ送信者グループにリ
レーが割り当てられていると、その着信リレーからの接続をドロップします。これは、リレーか

らすべてのメッセージが、正規のメッセージも含めEメールセキュリティアプライアンスに接続
されないよう防止します。アプライアンスはリモートホストが攻撃者であると認識できず、着信

リレーとして機能するMXまたはMTAは攻撃元ホストからメールを受信し続けます。この問題
を回避して、着信リレーからメッセージを受信し続けるために DHAPの無制限のメッセージがあ
るメールフローポリシーを送信者グループにリレーを追加します。

着信リレーおよびトレース

トレースは、送信元 IPアドレスのレピュテーションスコアの代わりに、結果の着信リレーの
SenderBaseレピュテーションスコアを返します。

着信リレーと電子メールセキュリティモニタ（レポート）

着信リレーを使用する場合：

•電子メールセキュリティモニタレポートには外部 IPおよびMX/MTAの両方のデータが含
まれます。たとえば、外部マシン（IP 7.8.9.1）から内部MX/MTA（IP 10.2.3.4）を介して 5
通の電子メールが送信された場合、[メールフローサマリー（Mail Flow Summary）]には、IP
7.8.9.1からの 5個のメッセージに加えて、内部リレーMX/MTA（IP 10.2.3.5）からの 5個の
メッセージが表示されます。

• SenderBaseレピュテーションスコアは電子メールセキュリティモニタレポートで正しく報
告されません。送信者グループが正しく解決されない場合もあります。

着信リレーおよびメッセージトラッキング

着信リレーを使用すると、メッセージトラッキングの詳細ページに、元の外部送信者の IPアドレ
スおよびレピュテーションスコアの代わりに、メッセージのリレーの IPアドレスおよびリレー側
SenderBaseレピュテーションスコアが表示されます。
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着信リレーとロギング

次のログの例で、送信者の SenderBase評価スコアは、当初 1行目に示されます。その後、着信リ
レーの処理が行われて、正しい SenderBaseレピュテーションスコアが 5行目に示されます。

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: ICID 210158 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match
nx.domain SBRS rfc1918

1

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: Start MID 201434 ICID 2101582

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: MID 201434 ICID 210158 From: <joe@sender.com>3

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: MID 201434 ICID 210158 RID 0 To:
<mary@example.com>

4

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: MID 201434 IncomingRelay(senderdotcom): Header
Received found, IP 192.192.108.1 being used, SBRS 6.8

5

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: MID 201434 Message-ID
'<7.0.1.0.2.20060428170643.0451be40@sender.com>'

[6]

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: MID 201434 Subject 'That report...'7

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info:MID 201434 ready 2367 bytes from<joe@sender.com>8

Fri Apr 28 17:07:29 2006 Info: MID 201434 matched all recipients for per-recipient
policy DEFAULT in the inbound table

9

Fri Apr 28 17:07:34 2006 Info: ICID 210158 close10

Fri Apr 28 17:07:35 2006 Info: MID 201434 using engine: CASE spam negative11

Fri Apr 28 17:07:35 2006 Info: MID 201434 antivirus negative12

Fri Apr 28 17:07:35 2006 Info: MID 201434 queued for delivery13

着信リレーとメールログ

次の例は、着信リレー情報を含む、一般的なログエントリを示します。

Wed Aug 17 11:20:41 2005 Info: MID 58298 IncomingRelay(myrelay): Header Received found,
IP 192.168.230.120 being used
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使用するヘッダーを指定するログの設定

Ciscoアプライアンスでは、メッセージが受信された時点で存在していたヘッダーだけを検査しま
す。したがって、ローカルで追加される追加のヘッダー（Microsoft Exchangeのヘッダーなど）
や、Ciscoアプライアンスがメッセージを受信するときに追加する追加のヘッダーは、処理されま
せん。使用されるヘッダーを特定する方法の 1つは、使用するヘッダーを AsyncOSロギングに含
めるよう設定することです。

ヘッダーのロギング設定を設定するには、ロギングのグローバル設定,（1156ページ）を参照して
ください。

モニタリングルールのアップデート
使用許諾契約に同意すると、最新の Cisco Anti-Spamおよび Cisco Intelligent Multi-Scanルールの
アップデートを確認できます。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [IronPort Anti-Spam]を選択します。
または

ステップ 2 [セキュリティサービス（Security Services）] > [IronPortインテリジェントマルチスキャン（IronPort Intelligent
Multi-Scan）]を選択します。

ステップ 3 [ルールの更新（Rule Updates）]セクションを表示し、次を行います。

詳細情報目的

アップデートが実行されていないか、サーバが設定

されていない場合は、「NeverUpdated」という文字
列が表示されます。

各コンポーネントの最新の更新について参照

—アップデートが使用可能かどうかを確認

[今すぐ更新（Update Now）]をクリックします。アップグレードが入手可能な場合はルールを更新
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スパム対策のテスト

詳細情報操作手順目的

このヘッダーを付けて送信したテストメッ

セージには、Cisco Anti-Spamによってフラ
グが設定され、メールポリシーに対して設

定したアクション（スパム対策ポリシーの

定義, （357ページ））が実行されることを
確認できます。

次のいずれかをこのヘッダーに使用します。

•このヘッダーを含むテストメッセージ
を送信する SMTPコマンドを使用しま
す。Cisco Anti-Spamをテストするため
のアプライアンスへのメール送信, （
382ページ）を参照してください。

• traceコマンドを使用してこのヘッダー
を含めます。テストメッセージを使用

したメールフローのデバッグ：トレー

ス, （1201ページ）を参照してくださ
い。

X-advertisement: spamヘッダー

を使用して、設定をテストしま

す。

テストを目的として、Cisco
Anti-Spamでは、X-Advertisement:

spamという形式の X-Headerを含
むすべてのメッセージをスパムで

あると見なします。

設定をテストし

ます。

回避すべき非効率的な評価のアプローチの

一覧については、スパム対策の有効性をテ

ストできない方法, （384ページ）を参照し
てください。

インターネットから直接本物の

メールストリームを使用して製

品を評価します。

スパム対策エン

ジンの有効性を

評価します。

Cisco Anti-Spam をテストするためのアプライアンスへのメール送信
はじめる前に

スパム対策設定のテスト：SMTPの使用例, （383ページ）の例を確認してください。

ステップ 1 メールポリシーで Cisco Anti-Spamを有効にします。
ステップ 2 X-Advertisement: spamというヘッダーを含むテスト電子メールをそのメールポリシーに含まれているユー

ザに送信します。

Telnetで SMTPコマンドを使用して、アクセスできるアドレスにこのメッセージを送信します。
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ステップ 3 次に、テストアカウントのメールボックスを調べて、メールポリシーに設定したアクションに基づいて

テストメッセージが正しく配信されたことを確認します。

次に例を示します。

•件名行が変更されている。

•追加のカスタムヘッダーが追加されている。

•メッセージが代替アドレスに配信された。

•メッセージがドロップされた。

スパム対策設定のテスト：SMTP の使用例
この例では、テストアドレスのメッセージを受信するようにメールポリシーを設定し、HATで
テスト接続を許可する必要があります。

# telnet IP_address_of_IronPort_Appliance_with_IronPort_Anti-Spam port

220 hostname ESMTP

helo example.com

250 hostname

mail from: <test@example.com>

250 sender <test@example.com> ok

rcpt to: <test@address>

250 recipient <test@address>
ok

data

354 go ahead

Subject: Spam Message Test

X-Advertisement: spam

spam test

.

250 Message MID accepted

221 hostname

quit
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スパム対策の有効性をテストできない方法

IronPort Anti-Spamと Cisco Intelligent Multi-Scanのルールは、活発なスパム攻撃を防ぐためにすぐ
に追加され、攻撃が終結するとすぐに期限切れになるため、次の方法のいずれかを使用して有効

性をテストしないでください。

•再送信されたか、転送されたメールまたはカットアンドペーストされたスパムメッセージ
による評価。

適切なヘッダー、接続IP、シグニチャなどを持たないメールを使用すると、評点が不正確に
なります。

•「難易度の高いスパム」だけをテストする。

SBRS、ブラックリスト、メッセージフィルタなどを使用して「難易度の低いスパム」を取
り除くと、全体の検出率が低くなります。

•別のスパム対策ベンダーによって検出されたスパムの再送信。

•以前のメッセージのテスト。

スキャンエンジンは現在の脅威に基づき、迅速にルールを追加し、排除します。したがっ

て、古いメッセージを使用してテストすると、テスト結果が不正確になります。
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第 14 章

グレイメールの管理

この章は、次の項で構成されています。

• グレイメールの概要, 385 ページ

• Eメールセキュリティアプライアンスでのグレイメール管理ソリューション, 385 ページ

• グレイメール管理ソリューションの仕組み, 387 ページ

• グレイメールの検出および安全な登録解除の構成, 390 ページ

• グレイメールの検出および安全な配信停止のトラブルシューティング, 397 ページ

グレイメールの概要
グレイメールメッセージとは、ニュースレター、メーリングリストのサブスクリプション、ソー

シャルメディア通知など、スパムの定義に適合しないメッセージです。これらのメッセージは、

ある時点では役に立ちますが、その後エンドユーザがもはや受信したくないところまで価値が減

少します。

グレイメールとスパムの違いは、エンドユーザが購読していないメッセージであるスパムと異な

り、いずれかの時点（エンドユーザが e-コマースWebサイトでニュースレターを購読したり、会
議中に組織に連絡先詳細を提供した場合など）でエンドユーザが意図的に電子メールアドレスを

提供した点です。

E メールセキュリティアプライアンスでのグレイメール
管理ソリューション

Eメールセキュリティアプライアンスのグレイメール管理ソリューションは、統合されたグレイ
メールスキャンエンジンとクラウドベースの登録解除サービスの 2つのコンポーネントで構成
されます。

組織でグレイメール管理ソリューションを使用すると、以下が可能になります。
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•統合グレイメールエンジンを使用してグレイメールを識別し、適切なポリシー制御を適用し
ます。

•登録解除サービスを使用して、不要なメッセージを配信停止にする簡単なメカニズムをエン
ドユーザに提供します。

これらに加えて、グレイメール管理ソリューションでは、組織に以下を提供することもできます。

•エンドユーザへの安全な配信停止オプション。配信停止オプションを模倣することは、よく
あるフィッシング技法です。そのため、一般にエンドユーザは、不明な購読解約リンクのク

リックに慎重になります。このようなシナリオでは、クラウドベースの登録解除サービスが

元の配信停止 URIを抽出し、URIのレピュテーションをチェックして、エンドユーザに代
わって配信停止プロセスを実行します。これにより、配信停止リンクを装った悪意のある脅

威からエンドユーザを保護します。

•エンドユーザを対象として統一されたサブスクリプション管理インターフェイス。さまざま
なグレイメール送信者が、ユーザに配信停止リンクを表示するためのさまざまなレイアウト

を使用しています。ユーザは、メッセージ本文で配信停止リンクを探して、配信停止を行う

必要があります。グレイメール送信者に関係なく、グレイメール管理ソリューションは、配

信停止リンクを表示するための共通のレイアウトを提供します。

•管理者にさまざまなグレイメールカテゴリに対するより良い可視性を提供。グレイメール
エンジンでは、各グレイメールを3つのカテゴリに分類し（グレイメールの分類,（386ペー
ジ）を参照）、管理者はこれらのカテゴリに基づいてポリシー制御を設定できます。

•スパムに対する有効性の改善

グレイメールの分類

グレイメールエンジンでは、各グレイメールを次のいずれかのカテゴリに分類します。

•マーケティングメール。Amazon.comからの新たに販売される製品の詳細に関する記事など、
プロフェッショナルマーケティンググループから送信された広告メッセージ。

•ソーシャルネットワークメール。ソーシャルネットワーク、出会い系/結婚Webサイト、
フォーラムなどからの通知メッセージ。例として、以下からのアラートなどが挙げられま

す。

◦ LinkedIn。関心があると思われるジョブについて

◦ CNET Forum。ユーザが投稿に応答した場合。

•バルクメール。認識されないマーケティンググループから送信された広告メッセージ（テ
クノロジーメディア企業の TechTargetからのニュースレターなど）。
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グレイメール管理ソリューションの仕組み
次の手順では、グレイメール管理ソリューションのワークフローを示します。

図 27：グレイメール管理ソリューションのワークフロー

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
387

グレイメールの管理

グレイメール管理ソリューションの仕組み



ワークフロー（Workflow）

ステップ 1 Eメールセキュリティアプライアンスは、着信メッセージを受信します。
ステップ 2 Eメールセキュリティアプライアンスは、グレイメール検出がイネーブルかどうかを確認します。グレ

イメール検出が有効になっている場合は、ステップ 3に進みます。それ以外の場合は、ステップ 8に進み
ます。

ステップ 3 Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージがスパム、ウイルス、またはマルウェア陽性かど
うかを確認します。陽性の場合は、ステップ 8に進みます。それ以外の場合は、ステップ 4に進みます。

ステップ 4 Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージがグレイメールかどうかを確認します。メッセー
ジがグレイメールの場合は、ステップ 5に進みます。それ以外の場合は、ステップ 8に進みます。

ステップ 5 Eメールセキュリティアプライアンスは、削除、配信、バウンス、スパム隔離エリアへの隔離など、設
定されたポリシーアクションを適用します。

ステップ 6 Eメールセキュリティアプライアンスは、安全な配信停止がイネーブルになっているかどうかを確認し
ます。安全な配信停止が有効になっている場合は、ステップ7に進みます。それ以外の場合は、ステップ
8に進みます。

ステップ 7 Eメールセキュリティアプライアンスは、配信停止ボタン付きのバナーをメッセージに追加します。ま
た、Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージ本文内の既存の配信停止リンクを書き換えま
す。

ステップ 8 Eメールセキュリティアプライアンスは、電子メールのワークキューの次の段階でメッセージを処理し
ます。
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安全な登録解除の仕組み

次のフローチャートで、安全な配信停止のしくみを示します。

図 28：安全な配信停止のワークフロー
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ワークフロー（Workflow）

ステップ 1 エンドユーザがグレイメールバナーを含むメッセージを受信します。

ステップ 2 エンドユーザが [購読解約（Unsubscribe）]リンクをクリックします。
ステップ 3 登録解除サービスは、元の配信停止 URIを抽出します。
ステップ 4 登録解除サービスは、URIのレピュテーションを確認します。
ステップ 5 URIのレピュテーションに応じて、登録解除サービスは次のいずれかのアクションを実行します。

• URIに悪意がある場合、登録解除サービスは配信停止プロセスを実行せず、エンドユーザにブロッ
クページを表示します。

• URIに悪意がない場合、URIのタイプ（httpまたはmailto）に応じて、登録解除サービスはグレイメー
ル送信者に配信停止要求を送信します。

◦要求が成功した場合、登録解除サービスはエンドユーザに [登録が解除されました（Successfully
unsubscribed）]というステータスを表示します。

◦最初の配信停止要求が失敗した場合、登録解除サービスは [配信停止プロセスの進行中
（Unsubscribe process in progress）]というステータスを表示し、配信停止のステータスを追跡で
きる URLを示します。

エンドユーザはこのURLを使用して後でステータスを追跡することができます。最初の試行失
敗後、登録解除サービスは 4時間の間、定期的に配信停止要求を送信します。

エンドユーザが後から配信停止プロセスのステータスを確認した場合、次のようになります。

◦（最初の試行失敗から）4時間以内にいずれかの要求が成功した場合、登録解除サービスはエン
ドユーザに [登録が解除されました（Successfully unsubscribed）]というステータスを表示しま
す。

◦（最初の試行失敗から）4時間以内にいずれの要求も成功しなかった場合、登録解除サービスは
エンドユーザに [登録できません（Unable to subscribe）]というステータスを表示し、グレイメー
ルを手動で配信停止するための URLを示します。

グレイメールの検出および安全な登録解除の構成

グレイメールの検出と安全な配信停止の要件

•グレイメールを検出するには、アンチスパムスキャンをグローバルにイネーブルにする必要
があります。これには IronPort Anti-Spam機能またはインテリジェントマルチスキャン機能
のいずれかを使用できます。参照先：スパム対策, （349ページ）

•安全な配信停止の場合、

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
390

グレイメールの管理

グレイメールの検出および安全な登録解除の構成



安全な配信停止機能キーを追加します。◦

◦エンドユーザのマシンは、インターネット経由で直接クラウドベースの登録解除サー
ビスに接続できる必要があります。

クラスタ構成でのグレイメールの検出および安全な登録解除

グレイメールの検出および安全な配信停止は、マシンレベル、グループレベルまたはクラスタ

レベルでイネーブルにできます。

グレイメールの検出および安全な配信停止の有効化

はじめる前に

グレイメールの検出と安全な配信停止の要件, （390ページ）を満たします。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [検出と安全な配信停止（Detection and Safe Unsubscribe）]
をクリックします。

ステップ 2 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [グレイメール検出を有効にする（Enable Graymail Detection）]をオンにします。
ステップ 4 （任意）グレイメール送信者から送信される大量のメッセージをスキャンできるようにしながら、アプラ

イアンスのスループットを最適化するには、メッセージスキャンのしきい値を構成します。

•アプライアンスでスキャンするメッセージの最大サイズ。

•メッセージのスキャン時に、タイムアウトになるまで待機する秒数。

ステップ 5 （任意）[自動アップデートを有効にする（Enable Automatic Updates）]をクリックして、エンジンの自動
アップデートを有効にします。

アプライアンスは、アップデートサーバから特定のエンジンに必要なアップデートを取得します。

ステップ 6 [安全な配信停止を有効にする（Enable Safe Unsubscribe）]をオンにします。
ステップ 7 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIでグレイメールの検出および安全な配信停止のグローバル設定を構成するには、graymailconfig
を使用します。詳細については、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security
Appliances』を参照してください。
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グレイメールの検出と安全な配信停止の着信メールポリシーの設定

はじめる前に

グレイメールの検出および安全な配信停止の有効化, （391ページ）

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]をクリックします。
ステップ 2 変更するメールポリシーの [グレイメール（Graymail）]列のリンクをクリックします。
ステップ 3 要件に応じて、次のオプションを選択します。

•グレイメール検出の有効化

•安全な配信停止の有効化

•上記のアクションをすべてのメッセージまたは未署名のメッセージのいずれに適用するかを選択しま
す。

S/MIMEを使用して暗号化されている場合または S/MIME署名が含まれる場合、アプライ
アンスはメッセージを署名済みとみなします。

（注）

•さまざまなグレイメールカテゴリ（マーケティングメール、ソーシャルネットワークメール、およ
びバルクメール）に対して実行するアクション。

◦メッセージの削除、配信、バウンス、または（スパム隔離エリアへの）隔離

安全な配信停止オプションを使用する場合、配信または隔離するアクションを設定す

る必要があります。

（注）

◦代替ホストへのメッセージの送信

◦メッセージの件名の変更

◦カスタムヘッダーの追加

◦代替エンベロープ受信者へのメッセージの送信

グレイメール陽性メッセージを代替エンベロープ受信者に送信する場合、バナーは追

加されません。

（注）

◦メッセージのアーカイブ

検出されたグレイメールのみをモニタする場合、ポリシーごとにグレイメール検出を

有効にできます。さまざまなグレイメールカテゴリに対するアクションを設定する必

要はありません。このシナリオでは、Eメールセキュリティアプライアンスは、検出
されたグレイメールに対して何もアクションを実行しません。

（注）

ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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次の作業

グレイメール検出の発信メールポリシーを設定することもできます。このシナリオでは、安

全な配信停止は設定できないことに注意してください。

（注）

CLIでグレイメールの検出および安全な配信停止用のポリシーを設定するには、policyconfigを使
用します。詳細については、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』
を参照してください。

グレイメールスキャン中に追加された X-IronPort-PHdr ヘッダー
次の場合、グレイメールエンジンによって処理されるすべてのメッセージに、XIronPortPHdrヘッ
ダーが追加されます。

•アプライアンスでグレイメールエンジンがグローバルに有効である。

•グレイメールスキャンが特定のメールポリシーに対して有効である。

グレイメールスキャンが特定のメールポリシーに対して有効になっていない

場合、アプライアンスでグレイメールエンジンがブローバルに有効な場合は、

すべてのメッセージに X-IronPort-PHdrヘッダーが追加されます。

（注）

X-IronPort-PHdrヘッダーには符号化された独自の情報が含まれており、顧客による復号はできま
せん。このヘッダーは、グレイメールの設定に関する問題のデバッグに関する追加情報を提供し

ます。

スパム対策エンジンまたはアウトブレイクフィルタが特定のメールポリシーに対して有効な

場合、X-IronPort-PHdrヘッダーは、特定のメールポリシーを通過するすべてのメッセージに
追加されます。

（注）

メッセージフィルタを使用したグレイメールアクションのバイパス

特定のメッセージにグレイメールアクションを適用しない場合、次のメッセージフィルタを使用

してグレイメールアクションをバイパスできます。

説明メッセージフィルタアクション

マーケティングメールに対するアクションのバ

イパス

skip-marketingcheck
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説明メッセージフィルタアクション

ソーシャルネットワークメールに対するアク

ションのバイパス

skip-socialcheck

バルクメールに対するアクションのバイパスskip-bulkcheck

次の例では、リスナー “private_listener”で受信したメッセージは、ソーシャルネットワークメー
ルに対するグレイメールアクションをバイパスする必要があること指定しています。

internal_mail_is_safe:
if (recv-listener == 'private_listener')
{
skip-socialcheck
();
}

グレイメールのモニタリング

次のレポートを使用して、検出されたグレイメールに関するデータを表示できます。

詳細（More Info）含まれているグレイメールの

データ

レポート

[概要（Overview）]ページ, （
835ページ）

グレイメールカテゴリ（マー

ケティング、ソーシャル、およ

びバルク）ごとの受信グレイ

メールメッセージの数と、グ

レイメールメッセージの総数。

[概要（Overview）]ページ> [受
信メールサマリー（Incoming
Mail Summary）]
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詳細（More Info）含まれているグレイメールの

データ

レポート

[受信メール（Incoming Mail）]
ページ, （839ページ）

グレイメールの上位送信者。[受信メール（Incoming Mail）]
ページ > [グレイメールメッ
セージの送信者上位（Top
Senders byGraymailMessages）]

グレイメールカテゴリ（マー

ケティング、ソーシャル、およ

びバルク）ごとの受信グレイ

メールメッセージの数と、す

べての IPアドレス、ドメイン
名、またはネットワークオー

ナーのグレイメールメッセー

ジの総数。

[受信メール（Incoming Mail）]
ページ > [受信メールの詳細
（Incoming Mail Details）]

グレイメールカテゴリ（マー

ケティング、ソーシャル、およ

びバルク）ごとの受信グレイ

メールメッセージの数と、指

定された IPアドレス、ドメイ
ン名、またはネットワークオー

ナーのグレイメールメッセー

ジの総数。

[受信メール（Incoming Mail）]
ページ > [受信メールの詳細
（Incoming Mail Details）] > [送
信者プロファイル（Sender
Profile）]（ドリルダウン
ビュー）

[内部ユーザ（Internal Users）]
ページ, （849ページ）

グレイメールを受信する上位エ

ンドユーザ。

[内部ユーザ（Internal Users）]
ページ > [グレイメールの上位
ユーザ（Top Users by
Graymail）]

グレイメールカテゴリ（マー

ケティング、ソーシャル、およ

びバルク）ごとの受信グレイ

メールメッセージの数と、す

べてのユーザのグレイメール

メッセージの総数。

[内部ユーザ（Internal Users）]
ページ > [ユーザメールフロー
の詳細（User Mail Flow
Details）]

グレイメールカテゴリ（マー

ケティング、ソーシャル、およ

びバルク）ごとの着信グレイ

メールメッセージの数と、指

定されたユーザのグレイメール

メッセージの総数。

[内部ユーザ（Internal Users）]
ページ > [ユーザメールフロー
の詳細（User Mail Flow
Details）] > [内部ユーザ
（Internal User）]（ドリルダウ
ンビュー）
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AsyncOS9.5以降にアップグレード後、メールポリシーのアンチスパム設定でマーケティングメー
ルのスキャンをイネーブルにした場合は、次の点に注意してください。

•マーケティングメッセージの数は、アップグレードの前後に検出されたマーケティングメッ
セージの合計です。

•グレイメールメッセージの総数には、アップグレード前に検出されたマーケティングメッ
セージの数は含まれません。

•試行されたメッセージの総数には、アップグレードの前に検出されたマーケティングメッ
セージの数も含まれます。

グレイメールルールの更新

サービスのアップデートをイネーブルにした場合、シスコのアップデートサーバからグレイメー

ル管理ソリューションのスキャンルールを取得できます。しかし、一部のシナリオでは（たとえ

ば、サービスの自動アップデートをディセーブルにした場合またはサービスの自動アップデート

が機能していない場合）、グレイメールルールを手動で更新できます。

グレイメールルールを手動で更新するには、次のいずれかを実行します。

• Webインターフェイスで、[セキュリティサービス（Security Services）] > [グレイメール検出
と安全な配信停止（Graymail Detection and Safe Unsubscribing）]ページに移動して [今すぐ更
新（Update Now）]をクリックします。

• CLIで graymailupdateコマンドを実行します。

既存のグレイメールルールの詳細を把握するには、Webインターフェイスで [グレイメール検出
と安全な配信停止（Graymail Detection and Safe Unsubscribing）]ページの [ルールの更新（Rule
Updates）]を参照するか、CLIで graymailstatusコマンドを使用します。

エンドユーザに表示される [登録解除（Unsubscribe）] ページのカスタ
マイズ

エンドユーザが配信停止リンクをクリックすると、登録解除サービスにより、配信停止プロセス

のステータスを示すシスコブランドの配信停止ページが表示されます（安全な登録解除の仕組み,
（389ページ）を参照）。[セキュリティサービス（Security Services）] > [ブロックページカスタ
マイズ（Block Page Customization）]を使用して、配信停止ページの外観および組織のブランディ
ングの表示（企業ロゴ、連絡先情報など）をカスタマイズできます。この説明については、サイ

トに悪意がある場合にエンドユーザに表示する通知のカスタマイズ, （434ページ）を参照して
ください。

エンドユーザのセーフリスト

組織のエンドユーザが自分の電子メールアカウントのセーフリストを設定している場合は、セー

フリストの送信者からのグレイメールメッセージはグレイメールスキャンエンジンによってス
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キャンされません。セーフリストの詳細については、セーフリストおよびブロックリストを使用

した送信者に基づく電子メール配信の制御, （917ページ）を参照してください。

ログの表示

グレイメールの検出および安全な配信停止情報は、次のログに書き込まれます。

•グレイメールエンジンロググレイメールエンジン、ステータス、設定などの情報が含まれ
ます。ほとんどの情報は [情報（Info）]または [デバッグ（Debug）]レベルです。

•グレイメールアーカイブアーカイブされたメッセージ（スキャン済みの「アーカイブメッ
セージ」アクションに関連付けられているメッセージ）が含まれます。この形式は、mbox
形式のログファイルです。

•メールロググレイメールの検出および安全な配信停止用のバナーの追加についての情報が含
まれます。ほとんどの情報は [情報（Info）]または [デバッグ（Debug）]レベルです。

グレイメールの検出および安全な配信停止のトラブル

シューティング

安全な配信停止を実行できない

問題

配信停止リンクをクリックした後、エンドユーザに「...を配信停止できません」というメッセー
ジが表示されます。

ソリューション

この問題は、登録解除サービスがエンドユーザの代わりに安全な配信停止を実行できない場合に

発生することがあります。次に、登録解除サービスが安全な配信停止を実行できない一般的なシ

ナリオをいくつか示します。

•配信停止 URIまたは mailtoアドレスが間違っている。

•配信停止にエンドユーザのクレデンシャルを要求するWebサイト。

•エンドユーザに自分の電子メールアカウントにログインし、配信停止要求を確認するよう
に要求するWebサイト。

• Webサイトで captchaを解決するよう要求され、登録解除サービスで captchaを解決できな
い。

•インタラクティブな配信停止を必要とするWebサイト。

エンドユーザは [購読解約（Unsubscribe）]ページの下部に表示されているURLを使用して購読解
約を手動で行えます。
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第 15 章

アウトブレイクフィルタ

この章は、次の項で構成されています。

• アウトブレイクフィルタの概要, 399 ページ

• アウトブレイクフィルタの動作, 400 ページ

• アウトブレイクフィルタの機能概要, 408 ページ

• アウトブレイクフィルタの管理, 412 ページ

• アウトブレイクフィルタのモニタリング, 424 ページ

• アウトブレイクフィルタ機能のトラブルシューティング, 425 ページ

アウトブレイクフィルタの概要
アウトブレイクフィルタは大規模なウイルスの拡散、および小規模のフィッシング詐欺およびマ

ルウェア配布といった、非ウイルス性の攻撃が発生した際にネットワークを保護します。データ

が収集され、ソフトウェアの更新が公開されるまで新たな拡散を検知できない通常のアンチマル

ウェアセキュリティソフトウェアとは異なり、シスコは感染が拡散したときにデータを収集し、

ユーザにこれらのメッセージが到達することを防ぐためにリアルタイムで Eメールセキュリティ
アプライアンスに更新情報を送信します。

シスコは着信メッセージは、着信メッセージが安全またはアウトブレイクの一部であることを判

断するルールを開発するためにグローバルトラフィックパターンを使用します。アウトブレイク

の一部となる可能性があるメッセージは、シスコからアップデートされたアウトブレイクの情報

または SophosおよびMcAfeeによって発行される新しいアンチウイルス定義に基づいて安全と判
断されるまで隔離されます。

小規模な非ウイルス性の攻撃で使用されるメッセージは、正当に見える外見、受信者情報、そし

て短期間だけオンラインに存在しWebセキュリティサービスが知らないフィッシングおよびマル
ウェアWebサイトを参照するカスタム URLを使用します。アウトブレイクフィルタはメッセー
ジの内容を分析し、この種の非ウイルス性の攻撃を検出するためにURLリンクを検索します。ア
ウトブレイクフィルタはWebセキュリティプロキシによって潜在的に危険なWebサイトへのト
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ラフィックをリダイレクトするためにURLを書き換え、ユーザがアクセスしようとしているWeb
サイトが悪意があるかもしれないことを警告するかまたはWebサイトを完全にブロックします。

アウトブレイクフィルタの動作

メッセージの遅延、リダイレクトおよび修正

アウトブレイクフィルタ機能は、ウイルス感染からユーザを保護するために 3つの戦略を使用し
ます。

•遅延。アウトブレイクフィルタは、ウイルス感染の一部または非ウイルス性の攻撃である可
能性のあるメッセージを隔離します。隔離の間、アプライアンスはアップデートされたアウ

トブレイク情報を受信し、攻撃の一部であるかどうか確認するためにメッセージを再スキャ

ンします。

•リダイレクト。リンクされたWebサイトのいずれかにアクセスしようとすると、Cisco Web
セキュリティプロキシによって受信者をリダイレクトするように非ウイルス性の攻撃のメッ

セージ内の URLを書き換えます。プロキシは、Webサイトがまだ動作中である場合は、そ
のWebサイトにマルウェアが含まれる可能性があることをユーザに警告するスプラッシュ画
面を表示し、Webサイトがオフラインになっている場合は、エラーメッセージを表示しま
す。URLのリダイレクトの詳細については、URLのリダイレクト, （403ページ）を参照し
てください。

•変更。非ウイルス性の脅威メッセージの URL書き換えに加えて、アウトブレイクフィルタ
はユーザにメッセージの内容についてユーザに警告するためにメッセージの件名を変更し

て、メッセージ本文の上に免責事項を追加できます。詳細については、メッセージの変更,
（404ページ）を参照してください。

脅威カテゴリ

アウトブレイクフィルタ機能は、メッセージに基づくアウトブレイクの次の 2つのカテゴリから
の保護を提供します。ウイルスアウトブレイクは、添付ファイルに見たことのないウイルスが含

まれるメッセージで、非ウイルス性の脅威には、外部Webサイトへのリンクを経由するフィッシ
ング試行、詐欺、およびマルウェア配布が含まれます。

デフォルトでアウトブレイクフィルタ機能は、アウトブレイク中の可能性があるウイルスがある

かどうか送受信メッセージをスキャンします。アプライアンスでアンチスパムスキャンをイネー

ブルにする場合は、ウイルスアウトブレイクに加えて、非ウイルス性の脅威のスキャンをイネー

ブルにできます。

アウトブレイクフィルタが非ウイルス性の脅威をスキャンするために、Anti-Spamまたは
Intelligent Multi-Scanのライセンスキーが必要です。

（注）
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ウイルスアウトブレイク（Virus Outbreaks）
アウトブレイクフィルタ機能を使用することで、ウイルスアウトブレイクとの格闘において優位

なスタートを切ることができます。アウトブレイクは、見たことのないウイルスまたは既存のウ

イルスの変異型を含む添付ファイルを持つメッセージがプライベートネットワークおよびイン

ターネットを経由してすばやく拡散するときに発生します。これらの新しいウイルスまたはウイ

ルスの変異型がインターネットを攻撃した場合、最も危機的な期間はウイルスがリリースされて

からアンチウイルスベンダーがアップデートしたウイルス定義をリリースするまでの期間です。

たとえ数時間でも、事前に通知を受けることは、マルウェアまたはウイルスの拡散を抑えるうえ

で非常に重要です。ウイルス定義がリリースされるまでの間に、新しく発見されたウイルスはグ

ローバルに伝播し、電子メールインフラストラクチャを停止に追い込むことが可能です。

フィッシング、マルウェア配布、およびその他の非ウイルス性の脅威

非ウイルス性の脅威を含んでいるメッセージは、正規の送信元からのメッセージのように設計さ

れていて、多くの場合、少数の受信者に送信されます。これらのメッセージには、信頼できると

見せるために次の 1つまたは複数の特徴がある場合があります。

•受信者の連絡先情報。

• HTMLコンテンツは、ソーシャルネットワークおよびオンライン販売などの正規の送信元か
らの電子メールを模倣するように設計されています。

•新しい IPアドレスを持ち、短期間だけオンラインであるWebサイトを指している URL。こ
れは電子メールおよびWebセキュリティサービスに、そのWebサイトが不正かどうか判断
するための十分な情報がないことを意味します。

• URL短縮サービスを指している URL。

これらの特徴すべてによって、これらのメッセージをスパムとして検出するのがさらに難しくな

ります。アウトブレイクフィルタ機能によって、これらの非ウイルス性の脅威に対するマルチレ

イヤの防衛が提供され、ユーザがマルウェアをダウンロードしたり、個人情報を新しい不審なWeb
サイトに提供したりすることを防ぎます。

CASEはメッセージ内にURLを発見すると、そのメッセージを既存のアウトブレイクルールと比
較して、そのメッセージが小規模の非ウイルス性のアウトブレイクの一部かどうか判断し、次に

脅威レベルを割り当てます。脅威レベルに応じて、Eメールセキュリティアプライアンスは、よ
り多くの脅威のデータを集められるまで受信者への配信を遅らせ、Webサイトにアクセスしよう
とすると Cisco Webセキュリティプロキシへ受信者をリダイレクトするようにメッセージ内の
URLを書き換えます。プロキシは、そのWebサイトにマルウェアが含まれる可能性があることを
ユーザに警告するスプラッシュページを表示します。

Cisco Security Intelligence Operations[CiscoSecurityIntelligenceOperations]
Cisco Security Intelligence Operations（SIO）は、グローバルな脅威情報、レピュテーションに基づ
くサービス、および高度な分析を Ciscoセキュリティアプライアンスに結び付け、より強力な保
護をより迅速な応答時間で提供するセキュリティエコシステムです。
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SIOは次の 3種類のコンポーネントからなります。

• SenderBase。世界有数の規模を誇る脅威モニタリングネットワークおよび脆弱性データベー
ス。

• ThreatOperationsCenter（TOC）。セキュリティ専門家のグローバルチームおよびSenderBase
によって収集された実行可能な情報を抽出する自動システム。

• Dynamic Update。アウトブレイク発生時に、アプライアンスに自動的に配信されるリアルタ
イムの更新。

SIOは、グローバル SenderBaseネットワークからのリアルタイムデータを、共通のトラフィック
パターンと比較して、アウトブレイクの確かな前兆である異常を識別します。TOCは、データを
レビューしてアウトブレイクの可能性の脅威レベルを発行します。Cisco Eメールセキュリティ
アプライアンスは、アップデートされた脅威レベルとアウトブレイクルールをダウンロードし、

それらを使用してすでにアウトブレイク隔離エリアにあるメッセージと同様に送受信メッセージ

をスキャンします。

現在のウイルスアウトブレイクに関する情報は、次のSenderBaseのWebサイトで入手できます。

http://www.senderbase.org/

次の SIO Webサイトに、スパム、フィッシング、およびマルウェア配布の試行を含む現在の非ウ
イルス性の脅威のリストが記載されています。

http://tools.cisco.com/security/center/home.x

コンテキスト適応スキャンエンジン

アウトブレイクフィルタには、シスコ独自のコンテキスト適応スキャンエンジン（CASE）が使
用されています。CASEは、メッセージング脅威に対するリアルタイムの分析に基づいて自動的
かつ定期的に調整されている、100,000を超える適応メッセージ属性を活用しています。

ウイルスアウトブレイクの場合、CASEはメッセージの内容、コンテキスト、および構造を分析
してアダプティブルールのトリガーである可能性のあるものを、正確に識別します。CASEは、
アダプティブルールと SIOから発行されるリアルタイムのアウトブレイクルールを組み合わせ
て、各メッセージを評価し、独自の脅威レベルを割り当てます。

非ウイルス性の脅威を検出するために、CASEは URLに対してメッセージをスキャンし、1つま
たは複数の URLが発見されると SIOが提供するアウトブレイクルールを使用してメッセージの
脅威レベルを評価します。

メッセージの脅威レベルに基づいて、CASEは、アウトブレイクを防ぐためにメッセージを一定
期間隔離することを推奨します。SIOが提供するアップデートされたアウトブレイクルールに基
づいてメッセージを再評価できるように、CASEは再スキャンの間隔も決定します。脅威レベル
が高くなるほど、隔離中のメッセージの再スキャンの頻度が高くなります。

メッセージが隔離解除されるときに、CASEはメッセージの再スキャンも行います。再スキャン
時に、CASEによりメッセージがスパムであるか、ウイルスを含むと判断された場合、メッセー
ジを再度隔離できます。

CASEの詳細については、Cisco Anti-Spam：概要, （352ページ）を参照してください。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
402

アウトブレイクフィルタ

コンテキスト適応スキャンエンジン



メッセージの遅延

アウトブレイクまたは電子メール攻撃の発生と、ソフトウェアベンダーによるアップデートした

ルールのリリースの間の期間は、ネットワークとユーザが最も脆弱なときです。この期間に、現

代のウイルスはグローバルに伝播でき、また不正なWebサイトはマルウェアを配信したり、ユー
ザの機密情報を収集したりすることができます。限られた期間に疑わしいメッセージを隔離する

ことによって、アウトブレイクフィルタは、ユーザおよびネットワークを保護し、シスコおよび

その他のベンダーに新しいアウトブレイクを調査する時間を与えます。

ウイルスアウトブレイクが発生すると、アップデートされたアウトブレイクルールおよび新しい

アンチウイルスシグニチャにより、その電子メールの添付ファイルがクリーン、またはウイルス

であることが証明されるまで添付ファイルを含む疑わしいメッセージは隔離されます。

小規模の非ウイルス性の脅威には、Webセキュリティサービスによる検出を回避するために短期
間オンラインになる可能性のある不正なWebサイトへの URL、またはWebセキュリティを回避
するため、信頼できるWebサイトを途中に置いて URL短縮サービスを経由する URLが含まれま
す。脅威レベルのしきい値を満たす URLを含んでいるメッセージの隔離によって、CASEは SIO
が提供するアップデートされたアウトブレイクルールに基づいてメッセージの内容を再評価でき

るだけでなく、リンクされたWebサイトがオフラインになるか、Webセキュリティソリューショ
ンによってブロックできるほど長く、メッセージを隔離のままにしておくことができます。

疑いのあるメッセージに対するアウトブレイクフィルタの隔離方法の詳細については、動的隔離,
（409ページ）を参照してください。

URL のリダイレクト
CASEがアウトブレイクフィルタの段階でメッセージをスキャンする場合、他の疑わしい内容に
加えてメッセージ本文にURLがあるかどうか検索します。CASEは、発行されたアウトブレイク
ルールを使用して、そのメッセージが脅威であるかどうかを評価して、次に適切な脅威レベルで

メッセージをスコアリングします。脅威レベルに応じて、アウトブレイクフィルタは、受信者が

Cisco Webセキュリティプロキシにリダイレクトされるように、バイパスされたドメインを指し
ている URLを除くすべての URLを書き換えることによって受信者を保護します。メッセージが
より大きなアウトブレイクの一部であると思われる場合は、TOCがWebサイトについてさらに詳
しく調べるためにメッセージの配信を遅らせます。信頼ドメインへのURLのバイパスの詳細につ
いては、URL書き換えおよびドメインのバイパス, （420ページ）を参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスがメッセージをリリースおよび配信した後で、受信者によ
るWebサイトへのアクセスの試行があれば、Cisco Webセキュリティプロキシによってリダイレ
クトされます。これは、シスコによってホストされている外部プロキシで、Webサイトが引き続
き使用可能な場合、そのWebサイトが危険である可能性があることをユーザに警告するスプラッ
シュ画面を表示します。Webサイトがオフラインになった場合は、スプラッシュ画面にエラー
メッセージが表示されます。

受信者がメッセージの URLをクリックすることにした場合、Cisco Webセキュリティプロキシ
は、ユーザのWebブラウザにスプラッシュ画面を表示して、メッセージの内容について警告しま
す。次の図は、スプラッシュ画面の警告の例を示しています。受信者は、[この警告を無視する
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（Ignore this warning）]をクリックしてWebサイトへ進むか、[終了（Exit）]をクリックして退出
し、ブラウザウィンドウを安全に閉じることができます。

図 29：シスコのセキュリティによるスプラッシュ画面の警告（proxy_splash_screen）

Cisco Webセキュリティプロキシにアクセスする唯一の方法は、メッセージ内の URLを書き換え
ることです。Webブラウザで URLを入力しても、プロキシにはアクセスできません。

このスプラッシュ画面の外観をカスタマイズして、会社のロゴ、連絡先情報などの自社のブラ

ンディングを表示することができます。サイトに悪意がある場合にエンドユーザに表示する

通知のカスタマイズ, （434ページ）を参照してください。

（注）

スパムの可能性があるメッセージの URLをすべて Cisco Webセキュリティプロキシサービス
にリダイレクトするには、カスタムヘッダーを使用して、陽性と疑わしいスパム内の URLを
CiscoWebセキュリティプロキシにリダイレクトする：設定例,（362ページ）を参照してくだ
さい。

ヒント

メッセージの変更

アウトブレイクフィルタ機能は、非ウイルス性の脅威であるメッセージのメッセージ本文を変更

して、URLを書き換えるだけでなく、メッセージが疑わしい脅威であるというアラートをユーザ
に出します。アウトブレイクフィルタ機能は、件名ヘッダーを変更したり、メッセージ本文上部

にメッセージの内容について免責事項を追加したりできます。詳細については、メッセージ変更,
（418ページ）を参照してください。

脅威の免責事項は、[メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（TextResources）]ペー
ジから免責事項テンプレートを使用して作成されます。詳細については、テキストリソース管理

の概要, （640ページ）を参照してください。
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ルールのタイプ：アダプティブルールおよびアウトブレイクルール

アウトブレイクフィルタでは、アダプティブルールおよびアウトブレイクルールの 2つのタイ
プのルールを使用して、潜在的なアウトブレイクを検出します。アウトブレイクフィルタ機能

は、これらの 2つのルールセットを使用して、高い有効性を持ち、綿密に的を絞った、一連の脅
威検出基準を提供することで、フィルタが確実に特定のアウトブレイクに正確に照準を合わせる

ことができるようにしています。アウトブレイクフィルタのルールおよびアクションは、水面下

に隠されているものではなく、管理者の目に見えるようになっており、隔離されたメッセージに

ただちにアクセスしたり、隔離された理由を確認したりできるようになっています。

アウトブレイクのルール

アウトブレイクルールは、Cisco Security IntelligenceOperationsの一部である、CiscoThreatOperations
Center（TOC）で作成されるもので、添付ファイルのタイプだけでなく、メッセージ全体に焦点を
当てています。アウトブレイクルールは、SenderBaseデータ（リアルタイムおよび履歴のトラ
フィックデータ）およびその他のあらゆるメッセージパラメータの組み合わせ（添付ファイル

タイプ、ファイル名のキーワード、またはアンチウイルスエンジンのアップデート）を使用し

て、リアルタイムでアウトブレイクを認識し、防止します。アウトブレイクルールには一意の ID
が付けられ、GUIのさまざまな場所（たとえばアウトブレイク隔離など）でルールを参照するた
めに使用されます。

グローバル SenderBaseネットワークからのリアルタイムデータは、このベースラインと比較さ
れ、アウトブレイクの確かな前兆である異常を識別します。TOCは、データをレビューして脅威
のインジケータまたは脅威レベルを発行します。脅威レベルは 0（脅威なし）から 5（非常に危
険）の範囲の数値で表し、メッセージがシスコのお客様による他のゲートウェイの防御が広く導

入されていない脅威である可能性を判断します（詳細については、脅威レベル,（406ページ）を
参照してください）。脅威レベルは、TOCによりアウトブレイクルールとして発行されます。

アウトブレイクルール内で組み合わせることができる特性には、たとえば次のようなものがあり

ます。

•ファイルタイプ、ファイルタイプとサイズ、ファイルタイプとファイル名キーワードなど

•ファイル名キーワードとファイルサイズ

•ファイル名キーワード

•メッセージ URL

•ファイル名と Sophos IDE

適応ルール

アダプティブルールは、CASE内の一連のルールであり、メッセージの属性を既知のウイルスア
ウトブレイクメッセージの属性と正確に比較します。これらのルールは、広範なウイルスコーパ

スの中で、既知の脅威のメッセージおよび既知の良好なメッセージを研究し、作成されたもので

す。アダプティブルールは、コーパスの評価に合わせて、頻繁にアップデートされます。アダプ
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ティブルールは、既存のアウトブレイクルールを補完して、常にアウトブレイクメッセージを

検出します。アウトブレイクルールは、アウトブレイクの可能性がある状態が発生したときに有

効になりますが、アダプティブルールは（いったんイネーブルにされると）「常時オン」とな

り、グローバルな規模で本格的な異常が起きる前にローカルでアウトブレイクメッセージを捕捉

します。さらに、アダプティブルールは、電子メールトラフィックおよび構造の小規模および微

小な変化にも継続的に対応し、お客様にアップデートした保護を提供します。

アウトブレイク

アウトブレイクフィルタルールは、基本的に、電子メールのメッセージおよび添付ファイルの一

連の特性（ファイルサイズ、ファイルタイプ、ファイル名、メッセージの内容など）に関連付け

られた脅威レベル（例：4）です。たとえば、ファイル名に特定のキーワード（たとえば「hello」）
が含まれた .exe形式のファイル（サイズは143KB）が添付された、疑わしい電子メールメッセー
ジの発生が増加していることを、Cisco SIOが通知したと想定します。この基準に一致するメッ
セージに対する脅威レベルを上げたアウトブレイクルールが発行されます。デフォルトでは、ア

プライアンスは、新しく発行されたアウトブレイクルールおよびアダプティブルールを 5分ごと
にチェックし、ダウンロードします（アウトブレイクフィルタルールのアップデート,（416ペー
ジ）を参照）。アダプティブルールは、アウトブレイクルールほど頻繁にはアップデートされま

せん。アプライアンスで、疑わしいメッセージの隔離についてしきい値を設定します。メッセー

ジの脅威レベルが隔離のしきい値以上の場合、メッセージはアウトブレイク隔離エリアに送信さ

れます。非ウイルス性の脅威のメッセージの変更についてしきい値を設定して、疑わしいメッセー

ジで発見された URLすべてを書き換えたり、メッセージ本文の上部に通知を追加したりできま
す。

脅威レベル

次の表に、各レベルの基本的なガイドラインまたは定義のセットを示します。

意味リスク水準器

メッセージが脅威であるリスクはありません。なし[0]

メッセージが脅威であるリスクは低です。低（Low）1

メッセージが脅威であるリスクは低から中です。これは「疑わしい」脅

威です。

低または中2

メッセージが確認されているアウトブレイクの一部であるか、メッセー

ジの内容が脅威である中から高のリスクがあります。

中3

メッセージが大規模アウトブレイクの一部であることが確認されている

か、メッセージの内容が非常に危険です。

高4

メッセージの内容が、非常に大規模または大規模な、かつ非常に危険な

アウトブレイクの一部であることが確認されています。

最高5
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脅威レベルおよびアウトブレイクルールの詳細については、アウトブレイクフィルタルール, （
415ページ）を参照してください。

隔離脅威レベルのしきい値設定ガイドライン

隔離脅威レベルのしきい値を使用することで、管理者は疑いのあるメッセージをより積極的また

は消極的に隔離できるようになります。低い値（1または2）は、より積極的な設定値で、多くの
メッセージが隔離されます。反対に、高いスコア（4または5）は消極的な設定値で、不正である
可能性がきわめて高いメッセージのみが隔離されます。

ウイルスアウトブレイクおよび非ウイルス性の脅威の両方に同じしきい値が適用されますが、ウ

イルス攻撃およびその他の脅威に対して、異なる隔離の保持期間を指定できます。詳細について

は、動的隔離, （409ページ）を参照してください。

シスコは、デフォルト値の 3を推奨します。

コンテナ：特定ルールおよび常時ルール

コンテナファイルとは、他のファイルを含む zip（.zip）アーカイブなどのファイルです。TOC
は、アーカイブファイル内の特定のファイルを処理するルールを発行できます。

たとえば、TOCにより、あるウイルスアウトブレイクが、1つの .exeを含む 1つの .zipファイル
で構成されていると判別された場合は、.zipファイル内の .exeファイル（.zip(exe)）に脅威レベル
を設定する特定のアウトブレイクルールが発行されます。ただし .zipファイル内に含まれるその
他のファイルタイプ（たとえば .txtファイル）には特定の脅威レベルを設定しません。2番めの
ルール（.zip(*)）は、コンテナファイルタイプ内のその他すべてのファイルタイプをカバーしま
す。コンテナに対する常時ルールは、コンテナ内にあるファイルのタイプに関係なく、メッセー

ジの脅威レベル計算に常に使用されます。そのようなコンテナタイプが危険であると判明した場

合は、常時ルールが SIOにより発行されます。

表 36：フォールバックルールおよび脅威レベルスコア

説明脅威レベルアウトブレ

イクルール

このルールは、.zipファイル内の .exeファイルの脅威レベルを 4に設
定します。

4.zip(exe)

このルールは、.zipファイル内の .docファイルの脅威レベルを 0に設
定します。

[0].zip(doc)

このルールは、含まれているファイルのタイプに関係なく、すべての

.zipファイルの脅威レベルを 2に設定します。
2zip(*)
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アウトブレイクフィルタの機能概要
電子メールメッセージは、アプライアンスで処理される際に、「電子メールパイプライン」と呼

ばれる一連の手順を通過します（電子メールパイプラインの詳細については、電子メールパイプ

ラインについて, （67ページ）を参照してください）。メッセージは電子メールパイプラインを
通過するので、これらのエンジンがメールポリシーをイネーブルにしている場合、アンチスパム

およびアンチウイルススキャンを実行します。言い換えると、認識されているウイルスが含まれ

る既知のスパムまたはメッセージは、アウトブレイクフィルタ機能でスキャンされる前に、アン

チスパムおよびアンチウイルス設定に基づいてメールストリームから除去（削除、隔離など）さ

れているため、アウトブレイクフィルタ機能ではスキャンされません。このため、アウトブレイ

クフィルタ機能に到達するメッセージは、スパムおよびウイルスを含まないとマークされていま

す。アウトブレイクフィルタによって隔離されたメッセージは、CASEによって隔離解除されて、
再スキャンされる際、アップデートされたスパムルールおよびウイルス定義に基づいて、スパム

またはウイルスを含んでいるとしてマークされる可能性があることに注意してください。

フィルタおよびエンジンがディセーブルになっていることでアンチスパムおよびアンチウイル

ススキャンをスキップするメッセージでも、アウトブレイクフィルタによってスキャンされ

ます。

（注）

メッセージスコアリング

新しいウイルス攻撃または非ウイルス性の脅威がコンピュータネットワークに放たれた時点で

は、脅威を認識できるアンチウイルスやアンチスパムソフトウェアはまだありません。アウトブ

レイクフィルタ機能が非常に重要となるのは、このときです。着信メッセージは、発行されてい

るアウトブレイクおよびアダプティブルールを使用して、CASEによりスキャンおよびスコアリ
ングされます（ルールのタイプ：アダプティブルールおよびアウトブレイクルール, （405ペー
ジ）を参照）。メッセージスコアはメッセージの脅威レベルに対応しています。メッセージに該

当するルールがあった場合は、どのルールに一致したかに従って、CASEは対応する脅威レベル
を割り当てます。関連する脅威レベルが存在しない（メッセージに一致するルールが存在しない）

場合は、メッセージには脅威レベル 0が割り当てられます。

その計算が完了すると、Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージの脅威レベルが隔
離またはメッセージ変更のしきい値以上であるかどうかをチェックし、メッセージを隔離するか

メッセージのURLを書き換えます。脅威レベルがしきい値を下回る場合、パイプラインの後続の
処理が継続されます。

さらに、CASEは既存の隔離されているメッセージを最新のルールに照らして再評価し、メッセー
ジの最新の脅威レベルを決定します。これにより、アウトブレイクメッセージに整合する脅威レ

ベルを持つメッセージのみが隔離され続け、脅威と見なされなくなったメッセージは自動再評価

の後に隔離エリアから解放されます。

1つのアウトブレイクメッセージで複数のスコアが存在する場合（1つのスコアが、あるアダプ
ティブルールに基づいたもの（または該当するアダプティブルールが複数ある場合はそのうちの

最も高いスコア）で、別のスコアはあるアウトブレイクルールに基づいたもの（または該当する
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アウトブレイクルールが複数ある場合はそのうちの最も高いスコア）である場合）は、インテリ

ジェントアルゴリズムを使用して最終的な脅威レベルが決定されます。

アウトブレイクフィルタ機能は、アプライアンスでアンチウイルススキャンをイネーブルにしな

くても使用できます。この 2つのセキュリティサービスは、お互いを補完するように設計されて
いますが、別々に動作しています。ただし、アプライアンスでアンチウイルススキャンをイネー

ブルにしていない場合は、アンチウイルスベンダーのアップデートをモニタリングして、アウト

ブレイク隔離エリアにあるメッセージの一部を手動で隔離解除したり、再評価したりする必要が

あります。アンチウイルススキャンをイネーブルにしないでアウトブレイクフィルタを使用する

場合は、次の点に注意してください。

•アダプティブルールはディセーブルにする必要があります。

•メッセージはアウトブレイクルールに従って隔離されます。

•脅威レベルが引き下げられたり、隔離時間の期限が過ぎたりした場合は、メッセージは隔離
解除されます。

ダウンストリームのアンチウイルスベンダー（デスクトップ/グループウェア）は、隔離解除され
たメッセージを捕捉する場合があります。

アウトブレイクフィルタ機能が非ウイルス性の脅威をスキャンするために、アンチスパムス

キャンをアプライアンスでグローバルにイネーブルにする必要があります。

（注）

動的隔離

アウトブレイクフィルタ機能のアウトブレイク隔離エリアは、メッセージが脅威であると確認さ

れるか、ユーザに配信しても安全であることが確認されるまで、一時的にメッセージを保管して

おくための保持領域です。（詳細については、アウトブレイクライフサイクルおよびルール発行,
（410ページ）を参照してください）。隔離されたメッセージは、複数の方法でアウトブレイク隔
離エリアから解放できます。新しいルールがダウンロードされると、アウトブレイク隔離エリア

にあるメッセージは、CASEによって計算された推奨再スキャン間隔に基づいて再評価されます。
更新されたメッセージの脅威レベルが隔離保持のしきい値よりも低くなった場合、メッセージは

自動的に（アウトブレイク隔離の設定に関係なく）隔離解除されるため、メッセージが隔離され

ている時間を最小限に抑えることができます。メッセージの再評価中に新しいルールが発行され

た場合は、再スキャンが開始されます。

ウイルス攻撃として隔離されるメッセージは、新しいアンチウイルスシグニチャが使用可能な場

合は、自動的にアウトブレイク隔離エリアからリリースされることはないため、注意してくださ

い。新しいルールは、新しいアンチウイルスシグニチャを参照している場合と、参照していない

場合があります。ただし、アウトブレイクルールによりメッセージの脅威レベルが設定されてい

る脅威レベルのしきい値よりも低いスコアに変更されない限り、アンチウイルスエンジンがアッ

プデートされたことによって、メッセージが隔離解除されることはありません。

CASEの推奨保持期間が経過した場合も、メッセージはアウトブレイク隔離エリアから解放され
ます。CASEは、メッセージの脅威レベルに基づいて保持期間を計算します。ウイルスアウトブ
レイクおよび非ウイルス性の脅威に対して別々の最大保持期間を定義できます。CASEの推奨保
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持期間がその脅威タイプの最大保持期間を超える場合、Eメールセキュリティアプライアンス
は、最大保持期間が経過した時点でメッセージを解放します。ウイルス性のメッセージのデフォ

ルトの最大隔離期間は 1日です。非ウイルス性の脅威を隔離するデフォルト期間は 4時間です。
メッセージを、手動で隔離解除できます。

また、隔離エリアがいっぱいであるときに、追加のメッセージが挿入されると Eメールセキュリ
ティアプライアンスもメッセージをリリースします（これはオーバーフローと呼ばれます）。

オーバーフローは、アウトブレイク隔離エリアが容量の 100 %まで使用されているときに、新し
いメッセージが隔離エリアに追加された場合のみ発生します。このとき、メッセージが隔離解除

される優先順位は次のとおりです。

•アダプティブルールにより隔離されたメッセージ（最も早く隔離解除されるようにスケジュー
ル設定されているものから）

•アウトブレイクルールにより隔離されたメッセージ（最も早く隔離解除されるようにスケ
ジュール設定されているものから）

アウトブレイク隔離エリアの使用量が容量の 100 %を下回った時点で、オーバーフローは停止し
ます。隔離エリアのオーバーフローの処理方法に関する詳細については、隔離内のメッセージの

保持期間, （893ページ）および隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション, （
894ページ）を参照してください。

アウトブレイク隔離エリアから解放されたメッセージは、アンチウイルスおよびアンチスパムエ

ンジンがメールポリシーでイネーブルとなっている場合、アンチウイルスおよびアンチスパムエ

ンジンによって再度スキャンされます。このときに既知のウイルスまたはスパムとしてマークさ

れた場合は、このメッセージはメールポリシー設定に従って処理されます（ウィルス隔離エリア

またはスパム隔離エリアに隔離される場合もあります）。詳細については、アウトブレイクフィ

ルタ機能とアウトブレイク隔離, （421ページ）を参照してください。

このため、メッセージのライフタイムの間に、メッセージは 2回隔離される場合がある（1回は
アウトブレイクフィルタ機能により、もう 1回はアウトブレイク隔離エリアから解放されたと
き）と注意しておくことが重要です。各スキャン（アウトブレイクフィルタの前およびアウトブ

レイク隔離エリアから解放されたとき）照合の結果、何らかの判断がなされたメッセージは、2
回隔離されることはありません。また、アウトブレイクフィルタ機能により、メッセージに対し

て最終的なアクションが実行されることはないことにも注意してください。アウトブレイクフィ

ルタ機能は、（後続の処理のために）メッセージを隔離するか、またはメッセージをパイプライ

ンの次の手順に移動します。

アウトブレイクライフサイクルおよびルール発行

ウイルスのアウトブレイクライフサイクルの非常に初期の段階では、メッセージを隔離するため

に広範なルールが多く使用されます。より詳しい情報が判明していくと、より的を絞ったルール

が発行され、隔離する対象の定義が絞り込まれていきます。新しいルールが発行されると、その

時点でウイルスメッセージの可能性があると見なされなくなったメッセージは、隔離解除されま

す（アウトブレイク隔離エリアにあるメッセージは、新しいルールが発行されると再スキャンさ

れます）。
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表 37：アウトブレイクライフサイクルのルールの例

操作ルールの説明ルールタイプ時刻（Time）

アダプティブルールに一致

したメッセージは、自動的に

隔離されます。

10万を超えるメッセージ属性
に基づく、統合されたルール

セットで、メッセージの内容、

コンテキスト、および構造を分

析します。

アダプティブ

ルール（過去の

アウトブレイク

に基づく）

T=0

.exeが含まれる .zip形式の添
付ファイルはすべて隔離され

ます。

.zip（exe）ファイルが含まれる
メッセージを隔離します。

アウトブレイク

ルール

T=5分

50KB未満の .zip（exe）ファ
イルが含まれたメッセージは

すべて隔離解除されます。

50KBを超える .zip（exe）ファ
イルが含まれるメッセージを隔

離します。

アウトブレイク

ルール

T=10分

この基準に一致しないメッ

セージはすべて隔離解除され

ます。

ファイル名に「Price」が含ま
れる 50～ 55 KBの .zip（exe）
ファイルが含まれるメッセージ

を隔離します。

アウトブレイク

ルール

T=20分

残っているすべてのメッセー

ジを、最新のアンチウイルス

シグニチャを使用してスキャ

ンします

新しいシグニチャを使用してス

キャンします。

アウトブレイク

ルール

T=12時間
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アウトブレイクフィルタの管理
グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）にログインし、メニューの [セキュリティサービ
ス（Security Services）]を選択して、[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）]をクリックし
ます。

図 30：[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）] メインページ

[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）]ページには、[アウトブレイクフィルタの概要
（Outbreak Filters Overview）]と現在の [アウトブレイクフィルタのルール（Outbreak Filter Rules）]
（存在する場合）のリストの 2つのセクションが表示されます。

上の図で、アウトブレイクフィルタはイネーブル、AdaptiveScanningはイネーブル、また最大メッ
セージサイズは 512Kに設定されています。これらの設定を変更するには、[グローバル設定を編
集（EditGlobal Settings）]をクリックします。グローバル設定の編集に関する詳細については、ア
ウトブレイクフィルタのグローバル設定の構成, （413ページ）を参照してください。

[アウトブレイクフィルタのルール（OutbreakFilterRules）]セクションには、各種コンポーネント
（ルール自体だけでなくルールエンジンも含む）の最新アップデートの時刻、日付、およびバー

ジョンのリストと、脅威レベルと共にアウトブレイクフィルタルールのリストが示されます。

アウトブレイクルールの詳細については、アウトブレイクフィルタルール, （415ページ）を参
照してください。
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アウトブレイクフィルタのグローバル設定の構成

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）]をクリック
します。

ステップ 2 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 3 要件に応じて、次を実行します。

•アウトブレイクフィルタをグローバルにイネーブルにします。

•アダプティブルールのスキャンをイネーブルにします。

•スキャンするファイルの最大サイズを設定します（サイズをバイトで入力することに注意してくださ
い）。

•アウトブレイクフィルタのアラートをイネーブルにします。

• Webインタラクショントラッキングをイネーブルにします。Webインタラクショントラッキング,
（431ページ）を参照してください。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

この機能は、outbreakconfig CLIコマンドによっても使用可能です（『CLI Reference Guide for
AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照）。変更を加えたら、送信して確定します。

Webインターフェイスを使用してURLのロギングをイネーブルにすることはできません。CLI
を使用して URLのロギングをイネーブルにする手順については、URLのロギングと URLの
メッセージトラッキングの詳細の有効化, （414ページ）を参照してください。

（注）

アウトブレイクフィルタ機能の有効化

アウトブレイクフィルタ機能をグローバルに有効にするには、[アウトブレイクフィルタのグロー
バル設定（OutbreakFiltersGlobalSettings）]ページの [アウトブレイクフィルタを有効にする（Enable
Outbreak Filters）]の横にあるボックスをオンにして、[送信（Submit）]をクリックします。事前
にアウトブレイクフィルタのライセンス契約書に同意しておく必要があります。

いったんグローバルにイネーブルにした後は、アウトブレイクフィルタ機能は、各送受信メール

ポリシー（デフォルトポリシーも含む）に対して個別にイネーブルまたはディセーブルにできま

す。詳細については、アウトブレイクフィルタ機能とメールポリシー, （416ページ）を参照し
てください。
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アウトブレイクフィルタ機能は、アンチスパムスキャンがイネーブルになっているかどうかに関

係なく、コンテキスト適応スキャンエンジン（CASE）を使用してウイルス性の脅威を検出しま
す。ただし、非ウイルス性の脅威をスキャンするために、アプライアンスで Anti-Spamまたは
Intelligent Multi-Scanをグローバルにイネーブルにする必要があります。

システムのセットアップ中にライセンスに同意しなかった場合（手順 4：セキュリティ, （46
ページ）を参照）は、[セキュリティサービス（SecurityServices）] > [アウトブレイクフィルタ
（Outbreak Filters）]ページで [有効（Enable）]をクリックして、ライセンス契約を読み、同意
する必要があります。

（注）

アダプティブルールの有効化

Adaptive Scanningは、アウトブレイクフィルタのアダプティブルールをイネーブルにします。
メッセージの内容に関するウイルスシグニチャまたはスパム基準が使用できない場合は、一連の

係数または特性（ファイルサイズなど）が使用されて、メッセージがアウトブレイクの一部であ

る可能性が決定されます。Adaptive Scanningを有効にするには、[アウトブレイクフィルタのグ
ローバル設定（OutbreakFiltersGlobal Settings）]ページの [適応ルールを有効にする（EnableAdaptive
Rules）]の横にあるボックスをオンにして、[送信（Submit）]をクリックします。

アウトブレイクフィルタのアラートの有効化

[アラートメール（Emailed Alerts）]というラベルの付いたボックスをオンにして、アウトブレイ
クフィルタ機能のアラートをイネーブルにします。アウトブレイクフィルタの電子メールアラー

トのイネーブル化は、単にアラートエンジンをイネーブルにして、アウトブレイクフィルタに関

するアラートが送信されるようにするためのものです。送信されるアラートおよび送信先の電子

メールアドレスの指定は、[アラート（Alerts）]ページの [システム管理（SystemAdministration）]
タブで設定します。アウトブレイクフィルタのアラートの設定に関する詳細については、アラー

ト、SNMPトラップ、およびアウトブレイクフィルタ, （424ページ）を参照してください。

URL のロギングと URL のメッセージトラッキングの詳細の有効化
URL関連のログのログ収集と、メッセージトラッキングの詳細のこの情報の表示は、デフォルト
で無効になっています。これには、次のイベントのログが含まれます。

•メッセージ内の特定の URLのカテゴリが URLカテゴリフィルタと一致した

•メッセージ内の特定の URLのレピュテーションスコアが URLレピュテーションフィルタ
と一致した

•アウトブレイクフィルタによってメッセージ内の特定の URLが書き換えられた

これらのイベントのログ収集を有効にするには、コマンドラインインターフェイス（CLI）で
outbreakconfigコマンドを使用します。
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例：outbreakconfig コマンドを使用して URL のロギングを有効にする

次に、outbreakconfigコマンドを使用して URLのロギングをイネーブルにする例を示します。

mail.example.com> outbreakconfig

Outbreak Filters: Enabled

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Change Outbreak Filters settings.

[]> setup

Outbreak Filters: Enabled

Would you like to use Outbreak Filters? [Y]>

Outbreak Filters enabled.

Outbreak Filter alerts are sent when outbreak rules cross the threshold (go above or back
down below), meaning that new messages of

certain types could be quarantined or will no longer be quarantined, respectively.

Would you like to receive Outbreak Filter alerts? [N]>

What is the largest size message Outbreak Filters should scan?

[524288]>

Do you want to use adaptive rules to compute the threat level of messages? [Y]>

Logging of URLs is currently disabled.

Do you wish to enable logging of URL's? [N]> Y

Logging of URLs has been enabled.

The Outbreak Filters feature is now globally enabled on the system. You must use the
'policyconfig' command in the CLI or the Email

Security Manager in the GUI to enable Outbreak Filters for the desired Incoming and Outgoing
Mail Policies.

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Change Outbreak Filters settings.

[]>

アウトブレイクフィルタルール

アウトブレイクルールは、Cisco Security Intelligence Operationsから発行されます。アプライアン
スは新しいアウトブレイクルールを 5分ごとにチェックおよびダウンロードします。このアップ
デート間隔を変更できます。詳細については、アップグレードおよびアップデートをダウンロー

ドするためのサーバ設定, （992ページ）を参照してください。

アウトブレイクフィルタルールの管理

アウトブレイクフィルタルールは自動的にダウンロードされるため、ユーザによる管理は一切必

要ありません。
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ただし、何らかの理由でアプライアンスが一定期間シスコのアップデートサーバの新しいルール

にアクセスできない場合は、ローカルでキャッシュされているスコアが有効でなくなっている（つ

まり、既知のウイルス性の添付ファイルタイプが現在ではアンチウイルスソフトウェアのアップ

デートに含まれている、またはすでに脅威ではなくなっている、またはその両方の場合）可能性

があります。この場合は、これらの特性を持つメッセージを隔離しておく必要はありません。

[ルールを今すぐアップデート（UpdateRulesNow）]をクリックすることによって、シスコのアッ
プデートサーバから、アップデートされたアウトブレイクルールを手動でダウンロードできま

す。

[ルールを今すぐアップデート（Update Rules Now）]ボタンは、アプライアンスの既存のアウ
トブレイクルールを「フラッシュ」しません。アップデートされたアウトブレイクルールを

置き換えるだけです。シスコのアップデートサーバに利用可能なアップデートがない場合、ア

プライアンスはこのボタンをクリックするまでアウトブレイクルールをダウンロードしませ

ん。

（注）

アウトブレイクフィルタルールのアップデート

デフォルトでは、アプライアンスは 5分ごとに新しいアウトブレイクフィルタルールのダウン
ロードを試行します。この間隔は、[セキュリティサービス（SecurityServices）] > [サービスのアッ
プデート（Service Updates）]ページで変更できます。詳細については、サービスアップデート,
（987ページ）を参照してください。

アウトブレイクフィルタ機能とメールポリシー

アウトブレイクフィルタ機能の設定には、メールポリシーごとに設定できるものがあります。ア

ウトブレイクフィルタ機能は、アプライアンスでメールポリシーごとにイネーブルまたはディ

セーブルにできます。メールポリシーごとに、特定のファイル拡張子およびドメインをアウトブ

レイクフィルタ機能の処理から除外できます。この機能は、policyconfig CLIコマンドによっても
使用可能です（『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照）。

アウトブレイクフィルタ機能が非ウイルス性の脅威をスキャンするために、Anti-Spamまたは
IntelligentMulti-Scanスキャンをアプライアンスでグローバルにイネーブルにする必要がありま
す。

（注）

特定のメールポリシーに対するアウトブレイクフィルタ機能の設定を変更するには、変更するポ

リシーの [アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）]列のリンクをクリックします。

特定のメールポリシーに対してアウトブレイクフィルタ機能をイネーブルにし、カスタマイズす

るには、[アウトブレイクフィルタを有効にする（設定をカスタマイズ）（EnableOutbreakFiltering
(Customize Settings)）]を選択します。

メールポリシーに対して次のアウトブレイクフィルタ設定を構成できます。

•隔離脅威レベル
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•最大隔離保持期間

•非ウイルス性の脅威メッセージを隔離に追加せずに即時に配信

•バイパスするファイル拡張子のタイプ

•メッセージ変更のしきい値

•カスタムテキストおよびアウトブレイクフィルタ変数（$threat_verdict、$threat_category、
$threat_type、$threat_description、および $threat_levelなど）を使用して件名ヘッダーを変更し
ます。

•次の電子メールヘッダーを組み込みます。

◦ X-IronPort-Outbreak-Status

◦ X-IronPort-Outbreak-Description

• Eメールセキュリティアプライアンスまたは Exchangeサーバなどの代替宛先にメッセージ
を送信します。

• URL書き換え

•脅威の免責事項

[アウトブレイクフィルタを有効にする（デフォルトのメールポリシー設定を継承）（Enable
Outbreak Filtering (Inherit Default mail policy settings)）]を選択して、デフォルトのメールポリシー
について定義されているアウトブレイクフィルタ設定を使用します。デフォルトメールポリシー

でアウトブレイクフィルタ機能をイネーブルにしている場合は、その他すべてのメールポリシー

はカスタマイズしない限り同じアウトブレイクフィルタ設定を使用します。

設定を変更したら、変更を確定します。

隔離レベルのしきい値の設定

リストからアウトブレイクの脅威に対する[隔離する脅威レベル（QuarantineThreat Level）]のしき
い値を選択します。数字が小さいほど隔離されるメッセージは多くなり、数字が大きいほど隔離

されるメッセージは少なくなります。シスコは、デフォルト値の 3を推奨します。

詳細については、隔離脅威レベルのしきい値設定ガイドライン,（407ページ）を参照してくださ
い。

最大隔離保持

メッセージがアウトブレイク隔離エリアに留まる最大時間を指定します。ウイルス性の添付ファ

イルを含む可能性のあるメッセージ、およびフィッシングやマルウェアリンクなどその他の脅威

を含む可能性のあるメッセージに対して異なる保持期間を指定できます。非ウィルス性の脅威の

場合は、メッセージを隔離に追加せずに即時に配信するには [隔離に追加せずにメッセージを送信
します（Deliver messages without adding them to quarantine）]チェックボックスをオンにします。
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ポリシーで [メッセージの変更（MessageModification）]をイネーブルにしない限り、非ウイル
ス性の脅威を隔離できません。

（注）

CASEは、メッセージに脅威レベルを割り当てるときに隔離保持期間を推奨しています。Eメール
セキュリティアプライアンスは、脅威タイプに対する最大隔離保持期間を超えない限り、CASE
が推奨する時間の長さの間、隔離されるメッセージを保持します。

ファイル拡張子タイプのバイパス

特定のファイルタイプをバイパスするようにポリシーを変更できます。バイパスされたファイル

拡張子は、CASEによるメッセージの脅威レベルの計算から除外されます。ただし、添付ファイ
ルに対する残りの電子メールセキュリティパイプラインの処理は行われます。

ファイル拡張子をバイパスするには、[添付ファイルのスキャンのバイパス（Bypass Attachment
Scanning）]をクリックし、ファイル拡張子を選択または入力してから、[拡張子を追加（Add
Extension）]をクリックします。AsyncOSは、[バイパスするファイル拡張子（File Extensions to
Bypass）]リストに拡張子タイプを表示します。

バイパスされる拡張子のリストから拡張子を削除するには、[バイパスするファイル拡張子（File
Extensions to Bypass）]リストの拡張子の横のゴミ箱アイコンをクリックします。

ファイル拡張子のバイパス：コンテナファイルのタイプ

ファイル拡張子をバイパスする場合、コンテナファイル内のファイル（たとえば .zip内の .doc
ファイル）もバイパスする拡張子のリストに含まれていれば、バイパスされます。たとえば、バ

イパスする拡張子のリストに .docを追加した場合は、コンテナファイルに含まれているものも含
めて、すべての .docファイルがバイパスされます。

メッセージ変更

アプライアンスがフィッシングの試行またはマルウェアWebサイトへのリンクなど非ウイルス性
の脅威のメッセージをスキャンする場合は、[メッセージの変更（MessageModification）]をイネー
ブルにします。

メッセージの脅威レベルに基づいて、AsyncOSはメッセージを変更し、すべてのURLを書き換え
て、メッセージからWebサイトを開こうとすると Cisco Webセキュリティプロキシを経由して受
信者をリダイレクトすることができます。アプライアンスはメッセージに免責事項を追加して、

ユーザにメッセージの内容が疑わしい、または不正であることを警告することもできます。

非ウイルス性の脅威メッセージを隔離するために、メッセージ変更をイネーブルにする必要があ

ります。

メッセージ変更の脅威レベル

リストから [メッセージの変更 -脅威レベル（Message Modification Threat Level）]のしきい値を選
択します。この設定は、CASEによって返される脅威レベルに基づいて、メッセージを変更する
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かどうかを決定します。数字が小さいほど変更されるメッセージは多くなり、数字が大きいほど

変更されるメッセージは少なくなります。シスコは、デフォルト値の 3を推奨します。

メッセージの件名

変更されたリンクを含む非ウイルス性の脅威メッセージで件名ヘッダーのテキストを変更すると、

ユーザにメッセージが保護のために変更されたことを通知できます。カスタムテキストとアウト

ブレイクフィルタ変数（$threat_verdict、$threat_category、$threat_type、$threat_description、

および $threat_levelなど）のいずれかまたは両方を、件名ヘッダーの前または後に追加します。

変数を挿入するには、[変数の挿入（Insert Variables）]をクリックし、変数のリストから選択しま
す。

[メッセージの件名（MessageSubject）]フィールドでは、空白は無視されません。このフィールド
に入力したテキストの後ろまたは前にスペース追加することで、オリジナルのメッセージ件名と、

追加テキストを分けることができます（追加テキストをオリジナルの件名の前に追加する場合は

追加テキストの前、オリジナルの件名の後ろに追加する場合は追加テキストの後ろにスペースを

追加します）。たとえば、[MODIFIED FOR PROTECTION]というテキストをオリジナルの件名の前に

追加する場合は、この後ろに数個のスペースを追加します。

[メッセージの件名（MessageSubject）]フィールドでは、US-ASCII文字だけを使用できます。（注）

アウトブレイクフィルタの電子メールヘッダー

次のヘッダーをメッセージに追加できます。

オプション例フォーマット（Format）ヘッダー

•すべてのメッセージで有効
（Enable for all messages）

•非ウイルス性アウトブレイク
でのみ有効（Enable only for
non-viral outbreak）

•無効（Disable）

X-IronPort-Outbreak-Status:

Yes, level 4, Phish

- Password

X-IronPort-Outbreak-Status:

$threat_verdict, level

$threat_level,

$threat_category -

$threat_type

X-IronPort-Outbreak-Status

•有効（Enable）

•無効（Disable）

X-IronPort-Outbreak-

Description: It may

trick victims into

submitting their

username and

password on a fake

website.

X-IronPort-Outbreak-

Description:

$threat_description

X-IronPort-Outbreak-Description
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これらのヘッダーに基づいてメッセージをフィルタリングする場合は、（代替宛先メールホ

ストを設定して）アウトブレイクフィルタで処理されたメッセージを Eメールセキュリティ
アプライアンスに戻し、これらのヘッダーに一致するコンテンツフィルタを使用してメッセー

ジをスキャンする必要があります。

（注）

代替宛先メールホスト

アウトブレイクフィルタにより処理されたメッセージに対してコンテンツフィルタベースのス

キャンを実行する場合は、処理されたメッセージをEメールセキュリティアプライアンスに戻す
ようにアウトブレイクフィルタを設定する必要があります。これは、処理パイプラインではコン

テンツフィルタスキャンの後にアウトブレイクフィルタスキャンが実行されるためです。

[代替宛先メールホスト（Alternate Destination Mail Host）]フィールドに、処理後のメッセージを
さらにスキャンするために送信する送信先アプライアンスの IPアドレス（IP 4または IPv6）ま
たは FQDNを入力します。

URL 書き換えおよびドメインのバイパス

メッセージの脅威レベルがメッセージ変更のしきい値を超える場合、アウトブレイクフィルタ機

能はメッセージ内のすべての URLを書き換え、これらの URLをクリックするとユーザを Cisco
Webセキュリティプロキシのスプラッシュページにリダイレクトします。（詳細については、
URLのリダイレクト,（403ページ）を参照してください）。メッセージの脅威レベルが隔離のし
きい値を超える場合、アプライアンスがメッセージの隔離も行います。小規模の非ウイルス性の

アウトブレイクが進行中の場合、メッセージの隔離は TOCに、アウトブレイクの可能性がある
メッセージからリンクされるすべての疑わしいWebサイトを分析し、そのWebサイトが不正で
あるかどうか判断する時間を与えます。CASEは、SIOが提供するアップデートされたアウトブレ
イクルールを使用してメッセージを再スキャンし、メッセージがアウトブレイクの一部であるか

を判断します。保持期間が過ぎると、アプライアンスはメッセージを隔離エリアから解放します。

AsyncOSは、バイパスされるドメインを指している URLを除き、メッセージ内のすべての URL
を書き換えます。

[URLの書き換え（URL Rewriting）]では次のオプションを使用できます。

• [未署名のメッセージでのみ有効（Enable only for unsignedmessages）]：このオプションによっ
て、AsyncOSは、メッセージ変更のしきい値を満たすか超える未署名のメッセージ内のURL
を書き換えられるようになります。ただし、署名されたメッセージは含まれません。URL書
き換えについて、シスコはこの設定の使用を推奨します。
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Eメールセキュリティアプライアンス以外のネットワーク上のサーバまたは
アプライアンスがDomainKeys/DKIM署名の検証を担当する場合、Eメールセ
キュリティアプライアンスは、DomainKeys/DKIM-signedメッセージ内のURL
を書き換えたり、メッセージの署名を無効にしたりすることができます。

S/MIMEを使用して暗号化されている場合または S/MIME署名が含まれる場
合、アプライアンスはメッセージを署名済みとみなします。

（注）

• [すべてのメッセージで有効（Enable for all messages）]：このオプションによって、AsyncOS
は、メッセージ変更のしきい値を満たすか超えるすべてのメッセージ内の URLを書き換え
られるようになります。署名されたメッセージも含まれます。AsyncOSが署名されたメッ
セージを変更すると、署名は無効になります。

• [無効（Disable）]：このオプションはアウトブレイクフィルタに対してURL書き換えをディ
セーブルにします。

ポリシーを変更して、特定のドメインへのURLを変更から除外できます。ドメインをバイパスす
るには、IPv4アドレス、IPv6アドレス、CIDR範囲、ホスト名、部分ホスト名、またはドメイン
を [ドメインのスキャンをバイパス（Bypass Domain Scanning）]フィールドに入力します。複数の
エントリを指定する場合は、カンマで区切ります。

バイパスドメインスキャン機能は、URLフィルタリングで使用されるグローバルホワイトリス
トに似ていますが、このホワイトリストとは関係ありません。ホワイトリストの詳細については、

URLフィルタリングのホワイトリストの作成, （432ページ）を参照してください。

脅威の免責事項

Eメールセキュリティアプライアンスは、疑わしいメッセージのヘッダーの上部に免責事項メッ
セージを追加して、ユーザにメッセージの内容を警告することができます。この免責事項には、

メッセージのタイプに応じて HTMLまたはプレーンテキストが使用できます。

[脅威に関する免責事項（Threat Disclaimer）]リストから使用する免責事項のテキストを選択する
か、[メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]リンクをクリック
し、[免責事項テンプレート（DisclaimerTemplate）]を使用して新しい免責事項を作成します。[免
責事項テンプレート（Disclaimer Template）]には、アウトブレイク脅威情報に関する変数が含ま
れます。[免責事項のプレビュー（Preview Disclaimer）]をクリックすると、脅威免責事項のプレ
ビューを表示できます。カスタム免責事項メッセージでは、変数を使用してメッセージの脅威レ

ベル、脅威のタイプ、および脅威の説明を表示できます。免責事項メッセージの作成については、

テキストリソース管理の概要, （640ページ）を参照してください。

アウトブレイクフィルタ機能とアウトブレイク隔離

アウトブレイクフィルタ機能により隔離されたメッセージは、アウトブレイク隔離エリアに送信

されます。この隔離エリアは、メッセージを隔離するために使用されるルール（アウトブレイク

ルールの場合はアウトブレイク ID、アダプティブルールの場合は一般名称が表示されます）に基
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づいて、隔離エリアからすべてのメッセージを削除または解放する際に役立つ「サマリー」ビュー

があることを除けば、その他のあらゆる隔離と同様に機能します（隔離の操作方法の詳細につい

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,（889ページ）を参照してく
ださい）。サマリービューの詳細については、[アウトブレイク隔離（OutbreakQuarantine）]およ
び [ルールサマリーによる管理（Manage by Rule Summary）]ビュー, （423ページ）を参照してく
ださい。

アウトブレイク隔離のモニタリング

適切に設定された隔離エリアはほとんどモニタリングを必要としませんが、特にウイルスアウト

ブレイクの発生中または発生後の、正規のメッセージが遅延する可能性がある間は、アウトブレ

イク隔離エリアに注意を払うことを推奨します。

正規のメッセージが隔離された場合、アウトブレイク隔離の設定によっては、次のいずれかが発

生します。

•隔離のデフォルトアクションが [リリース（Release）]に設定されている場合は、保持期間
の期限が切れたとき、または隔離エリアがオーバーフローしたときにメッセージが解放され

ます。オーバーフローのためにメッセージが解放される前に、添付ファイルの削除、件名の

変更、X-Headerの追加といったアクションがメッセージに対して実行されるように、アウト
ブレイク隔離を設定できます。これらのアクションの詳細については、隔離メッセージに自

動的に適用されるデフォルトアクション, （894ページ）を参照してください。

•隔離のデフォルトアクションが [削除（Delete）]に設定されている場合は、保持期間の期限
が切れたとき、または隔離エリアがオーバーフローしたときにメッセージが削除されます。

•オーバーフローは、隔離エリアがいっぱいのときにさらにメッセージが追加された場合に発
生します。この場合は、有効期限日に近いメッセージから（必ずしも最も古いメッセージか

らとは限りません）、新しいメッセージに十分な領域が空くまで、メッセージが解放されて

いきます。オーバーフローのためにメッセージが解放される前に、添付ファイルの削除、件

名の変更、X-Headerの追加といったアクションがメッセージに対して実行されるように、ア
ウトブレイク隔離を設定できます。

隔離されているメッセージは、新しいルールが発行されるたびに再スキャンされるため、アウト

ブレイク隔離エリアにあるメッセージは有効期限が切れる前に解放されることがほとんどです。

それでも、デフォルトアクションが [削除（Delete）]に設定されている場合は、アウトブレイク
隔離エリアをモニタすることが重要です。シスコは、ほとんどのユーザに対して、デフォルトア

クションを [削除（Delete）]に設定しないことを推奨します。アウトブレイク隔離エリアからの
メッセージの解放、またはアウトブレイク隔離のデフォルトアクションの変更に関する詳細につ

いては、隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション,（894ページ）を参照して
ください。

反対に、新しいルールのアップデートを待つ間、アウトブレイク隔離エリアに長時間留めておき

たいメッセージがある場合は、たとえばそのメッセージの有効期限を遅らせることもできます。

メッセージの保持期間を増やすことにより、隔離エリアのサイズが大きくなる場合があるため、

注意してください。
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メッセージがアウトブレイク隔離エリアに留まっている間にアンチウイルススキャンが（メー

ルポリシーごとではなく）グローバルにディセーブルにされた場合は、たとえメッセージが

解放される前にもう一度アンチウイルススキャンを再度イネーブルにしたとしても、そのメッ

セージが解放されたときのアンチウイルススキャンは実行されません。

（注）

アウトブレイクフィルタ機能は、アプライアンスでアンチウイルススキャンをイネーブルに

しなくても使用できます。ただし、アプライアンスでアンチスパムスキャンがイネーブルで

ない場合は、アウトブレイクフィルタは非ウイルス性の脅威をスキャンできません。

（注）

[アウトブレイク隔離（Outbreak Quarantine）] および [ルールサマリーによる管理
（Manage by Rule Summary）] ビュー

GUIの [モニタ（Monitor）]メニューにあるリスト内の隔離名をクリックすることで、アウトブレ
イク隔離エリアの内容を表示できます。アウトブレイク隔離には、追加のビューである、アウト

ブレイク隔離の [ルールサマリーによる管理（Manage by Rule Summary）]リンクもあります。

図 31：アウトブレイク隔離の [ルールサマリーによる管理（Manage by Rule Summary）] リンク

サマリービューの使用によるアウトブレイク隔離エリア内のメッセージに対するルール ID に基づいたメッ
セージアクションの実行

[ルールサマリーによる管理（Manage by Rule Summary）]リンクをクリックして、ルール IDごと
にグループ化されたアウトブレイク隔離の内容のリストを表示します。

図 32：アウトブレイク隔離の [ルールサマリーによる管理（Manage by Rule Summary）] ビュー
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個別にメッセージを選択しなくても、このピューから特定のアウトブレイクまたはアダプティブ

ルールに関するすべてのメッセージに対して、解放、削除、または保持期間延長を実行するよう

に選択できます。また、検索またはリストのソートも実行できます。

この機能は、quarantineconfig -> outbreakmanage CLIコマンドからも使用できます。詳細について
は、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照してください。

アウトブレイクフィルタのモニタリング
アプライアンスには、アウトブレイクフィルタ機能のパフォーマンスおよび活動をモニタする複

数のツールが含まれています。

アウトブレイクフィルタレポート

アプライアンスのアウトブレイクフィルタの現在のステータスおよび設定に加えて、最近のアウ

トブレイクやアウトブレイクフィルタによって隔離されたメッセージに関する情報が表示される

アウトブレイクフィルタレポートです。この情報は、[モニタ（Monitor）] > [アウトブレイクフィ
ルタ（OutbreakFilters）]ページで表示します。詳細については、「電子メールセキュリティモニ
タ」の章を参照してください。

アウトブレイクフィルタの概要とルールリスト

概要およびルールリストは、アウトブレイクフィルタ機能の現在の状態に関して役立つ情報を提

供します。この情報は、[セキュリティサービス（Security Services）] > [アウトブレイクフィルタ
（Outbreak Filters）]ページで表示します。

アウトブレイク隔離

アウトブレイク隔離を使用して、アウトブレイクフィルタの脅威レベルのしきい値により、フラ

グ付けされているメッセージの数をモニタします。また、ルールごとの隔離メッセージのリスト

も使用できます。詳細については、[アウトブレイク隔離（Outbreak Quarantine）]および [ルール
サマリーによる管理（Manage byRule Summary）]ビュー, （423ページ）およびを参照してくださ
い。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, （889ページ）

アラート、SNMP トラップ、およびアウトブレイクフィルタ
アウトブレイクフィルタ機能は、定期的な AsyncOSアラートと SNMPトラップという 2つの異
なるタイプの通知をサポートしています。

SNMPトラップは、ルールのアップデートが失敗したときに作成されます。AsyncOSの SNMPト
ラップの詳細については、「CLIを使用した管理とモニタ」の章を参照してください。

AsyncOSのアウトブレイクフィルタ機能には、2つのタイプのアラート（サイズおよびルール）
が用意されています。
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AsyncOSアラートは、アウトブレイク隔離エリアのサイズが最大サイズの 5、50、75、および 95
を超えるたびに生成されます。95 %のしきい値を超えたときに生成されるアラートの重大度は
CRITICAL、その他のアラートしきい値の場合はWARNINGです。アラートは、隔離エリアのサ
イズが大きくなり、しきい値を超えたときに生成されます。隔離エリアのサイズが小さくなり、

しきい値を下回ったときは生成されません。アラートの詳細については、アラート（Alerts）, （
1008ページ）を参照してください。

また、AsyncOSはルールが発行されたとき、しきい値が変更されたとき、またはルールまたは
CASEエンジンのアップデート中に問題が発生したときにもアラートを生成します。

アウトブレイクフィルタ機能のトラブルシューティング
この項では、アウトブレイクフィルタ機能の基本的なトラブルシューティングに関するヒントを

いくつか紹介します。

誤って分類されたメッセージのシスコへの報告

[隔離の管理（Manage Quarantine）]ページのチェックボックスを使用すると、アウトブレイク隔
離がシスコに対して誤分類を通知するようになります。

複数の添付ファイルおよびバイパスされるファイルタイプ

バイパスされるファイルタイプは、メッセージに 1つだけ添付されているファイルのタイプが指
定したタイプであった場合、または、メッセージに複数のファイルが添付されている場合は、そ

の他の添付ファイルに対して既存のルールが存在しない場合のみ、除外されます。これ以外の場

合は、メッセージはスキャンされます。

メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および電子メールパイ

プライン

メッセージフィルタおよびコンテンツフィルタは、アウトブレイクフィルタによるスキャンが

実行される前にメッセージに適用されます。フィルタを適用することにより、メッセージがアウ

トブレイクフィルタスキャンをスキップしたり、バイパスしたりする場合があります。
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第 16 章

悪意のある URL または望ましくない URL か
らの保護

この章は、次の項で構成されています。

• URL関連の保護および制御, 427 ページ

• URLフィルタリングの設定, 428 ページ

• メッセージに含まれる URLのレピュテーションまたはカテゴリに基づくアクションの実行,
435 ページ

• URLフィルタリング結果のモニタ, 439 ページ

• メッセージトラッキングの URL詳細の表示, 439 ページ

• URLフィルタリングのトラブルシューティング, 440 ページ

• URLカテゴリについて, 445 ページ

URL 関連の保護および制御
作業キューのアンチスパム、アウトブレイク、コンテンツおよびメッセージフィルタリングプロ

セスには、悪意のあるリンクまたは望ましくないリンクに対する制御および保護が組み込まれて

います。これらは、以下を制御します。

• URLフィルタリングはアウトブレイクフィルタリングに組み込まれています。組織にすで
に Cisco Web Security Applianceや、類似するWebベースの脅威からの保護機能を導入してい
る場合でも、この保護強化機能は脅威をその侵入時点でブロックするため、有用です。

また、コンテンツフィルタやメッセージフィルタを使用して、メッセージに含まれる URL
に対してその URLのWebベースレピュテーションスコア（WBRS）に基づいてアクション
を実行することができます。たとえば、ニュートラルまたは不明なレピュテーションを持つ

URLは、クリック時の URLの安全性評価のために Cisco Webセキュリティプロキシにリダ
イレクトするように書き換えることができます。
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•スパムの識別の改善

アプライアンスは、メッセージのリンクのレピュテーションとカテゴリを、その他のスパム

特定アルゴリズムと組み合わせて使用し、スパムを特定します。たとえば、メッセージのリ

ンクがマーケティングのWebサイトに属している場合、メッセージはマーケティングに関す
るメッセージである可能性が高いです。

•企業のアクセプタブルユースポリシーの適用のサポート

URLのカテゴリ（アダルトコンテンツや違法行為など）を、コンテンツフィルタおよびメッ
セージフィルタと組み合わせて使用して、企業のアクセプタブルユースポリシーの適用を

強化できます。

•保護のために書き換えられたメッセージに含まれる URLを最も頻繁にクリックした組織内
のユーザ、および最も頻繁にクリックされたリンクを識別できます。

評価される URL
着信メッセージと発信メッセージ（添付ファイルを除く）に含まれるURLが評価されます。URL
を表す有効な文字列（次を含む文字列）が評価されます。

• http、https、www

•ドメインまたは IPアドレス

•コロン（:）が先頭に付いたポート番号

•大文字または小文字

メッセージがスパムであるかどうかを判定するためにURLを評価するときに、これがロード管理
に必要である場合は、着信メッセージのスクリーニングが発信メッセージよりも優先されます。

URL フィルタリングの設定

URL フィルタリングの要件
URLフィルタリングをイネーブルにする他に、必要な機能に応じてその他の機能をイネーブルに
する必要があります。

スパムに対する保護の強化：

•スパム対策スキャンは、グローバルにイネーブルにするか、または該当するメールポリシー
ごとにイネーブルにする必要があります。これには IronPort Anti-Spam機能またはインテリ
ジェントマルチスキャン機能のいずれかを使用できます。スパム対策の章を参照してくださ

い。

マルウェアに対する保護の強化：

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
428

悪意のある URL または望ましくない URL からの保護
評価される URL



•アウトブレイクフィルタ機能はグローバルにイネーブルにするか、または該当するメール
ポリシーごとにイネーブルにする必要があります。アウトブレイクフィルタに関する章を参

照してください。

URLのレピュテーションに基づいてアクションを実行するか、またはメッセージフィルタ
とコンテンツフィルタを使用してアクセプタブルユースポリシーを適用する場合：

•アウトブレイクフィルタ機能はグローバルにイネーブルにする必要があります。アウトブレ
イクフィルタに関する章を参照してください。

Enable URL Filtering
URLフィルタリングは、Webインターフェイスの [セキュリティサービス（Security Services）] >
[URLフィルタ（URLFiltering）]ページまたはCLIのwebsecurityconfigコマンドを使用してイネー
ブルにできます。

はじめる前に

•使用する各 URLフィルタ機能の要件を満たしていることを確認してください。URLフィル
タリングの要件, （428ページ）を参照してください。

•（任意）すべての URLフィルタリング機能で無視する URLのリストを作成します。URL
フィルタリングのホワイトリストの作成, （432ページ）を参照してください。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [URLフィルタリング（URL Filtering）]を選択します。
ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 3 [URLカテゴリおよびレピュテーションのフィルタの有効化（Enable URL Category and Reputation Filters）]

チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 （任意）メッセージを評価し、スパムやマルウェアが含まれているかどうかを確認するときに URLフィ
ルタリングから除外する URL、およびすべてのコンテンツフィルタリングとメッセージフィルタリング
から除外する URLのリストを作成した場合は、そのリストを選択します。
この設定により、メッセージがスパム対策またはアウトブレイクフィルタの処理をバイパスすることは通

常はありません。

ステップ 5 （任意）Webインタラクショントラッキングをイネーブルにします。Webインタラクショントラッキン
グ, （431ページ）を参照してください。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

該当する前提条件を満たしており、すでにアウトブレイクフィルタとスパム対策保護を設定している場合

は、スパムまたは悪意のある URLの拡張自動検出を利用するために、追加の設定を行う必要はありませ
ん。
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次の作業

•メッセージに含まれている URLのレピュテーションに基づいてアクションを実行する場合
は、メッセージに含まれる URLのレピュテーションまたはカテゴリに基づくアクションの
実行, （435ページ）を参照してください。

•コンテンツフィルタおよびメッセージフィルタで URLカテゴリを使用するには（アクセプ
タブルユースポリシーを適用する場合など）、メッセージに含まれる URLのレピュテー
ションまたはカテゴリに基づくアクションの実行, （435ページ）を参照してください。

•スパムの可能性があるメッセージの URLをすべて Cisco Webセキュリティプロキシサービ
スにリダイレクトするには、カスタムヘッダーを使用して、陽性と疑わしいスパム内のURL
をCiscoWebセキュリティプロキシにリダイレクトする：設定例, （362ページ）を参照して
ください。

•（任意）エンドユーザ通知ページの外観をカスタマイズするには、サイトに悪意がある場合
にエンドユーザに表示する通知のカスタマイズ, （434ページ）を参照してください。

•この機能に関連する問題についてのアラートを受信することを確認します。将来の URLカ
テゴリセットの変更, （462ページ）、ご使用のAsyncOSリリースのリリースノート、およ
びアラート受信者の追加, （1009ページ）を参照してください。

Cisco Web セキュリティサービスへの接続について
URLレピュテーションとカテゴリは、クラウドベースの Cisco Webセキュリティサービスによっ
て提供されます。

Eメールセキュリティアプライアンスは、ファイアウォール情報, （1291ページ）でURLフィル
タリングサービス用に指定したポートを使用して、Cisco Webセキュリティサービスに直接また
はWebプロキシ経由で接続します。通信はHTTPS経由で相互証明書認証を使用して行われます。
証明書は自動的に更新されます（サービスアップデート,（987ページ）を参照）。必要な証明書
の詳細については、URLフィルタリング機能の証明書,（431ページ）に示されている場所から入
手できるリリースノートを参照してください。

[セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]ペー
ジで HTTPまたは HTTPSプロキシを設定している場合は、Eメールセキュリティアプライアン
スが Cisco Webセキュリティサービスとの通信時にそのプロキシ設定を使用します。プロキシ
サーバの使用の詳細については、アップグレードおよびアップデートをダウンロードするための

サーバ設定, （992ページ）を参照してください。

FIPSモードでは、Cisco Webセキュリティサービスとの通信で FIPS暗号方式が使用されます。

証明書はコンフィギュレーションファイルには保存されません。（注）
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URL フィルタリング機能の証明書
AsyncOSは、URLフィルタリング機能に使用するクラウドサービスとの通信に必要な証明書を自
動的に導入、更新するように設計されています。ただし、何らかの理由でシステムがこれらの証

明書を更新できない場合には、ユーザのアクションを必要とするアラートがユーザに送信されま

す。

これらのアラート（[システム（System）]タイプ、[警告（Warning）]重大度）を送信するように
アプライアンスが設定されていることを確認します。この説明については、アラート（Alerts）,
（1008ページ）を参照してください。

無効な証明書に関するアラートを受信した場合は、Cisco TACに連絡してください。Cisco TACは
必要な代替証明書を提供できます。代替証明書の使用手順については、Cisco Webセキュリティ
サービスとの通信用の証明書の手動設定, （444ページ）を参照してください。

Web インタラクショントラッキング
Webインタラクショントラッキング機能は、書き換えられた URLをクリックしたエンドユーザ
および各ユーザクリックに関連するアクション（許可、ブロック、不明）に関する情報を提供し

ます。この機能をイネーブルにすると、Webインタラクショントラッキングレポートを使用し
て、クリックされた悪意のある上位 URL、悪意のある URLをクリックした上位ユーザなどの情
報を確認できます。Webインタラクショントラッキングレポートの詳細については、[Webイン
タラクショントラッキング（Web Interaction Tracking）]ページ, （857ページ）を参照してくださ
い。

Webインタラクショントラッキングデータは、クラウドベースの Cisco Aggregator Serverによっ
て提供されます。

Web インタラクショントラッキングの設定
要件に応じて、いずれかのグローバル設定ページでWebインタラクショントラッキングをイネー
ブルにできます。

•アウトブレイクフィルタ。アウトブレイクフィルタによって書き換えられた URLをクリッ
クしたエンドユーザを追跡します。アウトブレイクフィルタのグローバル設定の構成,（413
ページ）を参照してください。

• URLフィルタリング。ポリシーによって書き換えられた URLをクリックしたエンドユーザ
を追跡します（コンテンツフィルタおよびメッセージフィルタを使用して）。Enable URL
Filtering, （429ページ）を参照してください。

Cisco Aggregator Server への接続について
Eメールセキュリティアプライアンスは 30分（構成不能）ごとに、ファイアウォール情報, （
1291ページ）で URLフィルタリングサービス用に指定したポートを使用して、Cisco Aggregator
Serverに直接またはWebプロキシ経由で接続します。通信は HTTPS経由で相互証明書認証を使
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用して行われます。証明書は自動的に更新されます（サービスアップデート,（987ページ）を参
照）。

[セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]ペー
ジで HTTPまたは HTTPSプロキシが設定されている場合、Eメールセキュリティアプライアン
スはCiscoAggregator Serverとの通信にこれらを使用します。プロキシサーバの使用の詳細につい
ては、アップグレードおよびアップデートをダウンロードするためのサーバ設定,（992ページ）
を参照してください。

FIPSモードでは、Cisco Aggregator Serverとの通信には FIPS暗号が使用されます。

証明書はコンフィギュレーションファイルには保存されません。（注）

クラスタ構成での URL フィルタリング
• URLフィルタリングは、マシンごと、グループごと、またはクラスタごとに有効にできま
す。

• URLフィルタリングがマシンレベルでイネーブルになっている場合、URLホワイトリスト
およびWebインタラクショントラッキングをマシン、グループ、またはクラスタレベルで
設定できます。

• URLフィルタリングがグループレベルでイネーブルになっている場合、URLホワイトリス
トおよびWebインタラクショントラッキングをグループまたはクラスタレベルで設定する
必要があります。

• URLフィルタリングがクラスタレベルでイネーブルになっている場合、URLホワイトリス
トおよびWebインタラクショントラッキングをクラスタレベルで設定する必要があります。

•メッセージフィルタとコンテンツフィルタのクラスタの標準ルールが適用されます。

URL フィルタリングのホワイトリストの作成
URLフィルタリング機能の設定時にグローバルホワイトリストを指定すると、そのホワイトリス
トに含まれている URLは、レピュテーション、カテゴリ、アンチスパム、アウトブレイクフィ
ルタリング、コンテンツフィルタリング、およびメッセージフィルタリングの対象として評価さ

れません。ただし、これらの URLを含むメッセージは、アンチスパムスキャンおよびアウトブ
レイクフィルタによって通常どおりに評価されます。グローバル URLホワイトリストを補足す
る目的で、コンテンツフィルタとメッセージフィルタの各 URLフィルタリング条件（ルール）
およびアクションに、URLホワイトリストを指定することもできます。

アウトブレイクフィルタリングから URLをホワイトリストに登録するには通常、[メールポリ
シー：アウトブレイクフィルタ（Mail Policies: Outbreak Filters）]ページで設定した [ドメインのス
キャンをバイパス（Bypass Domain Scanning）]オプションを使用します。URLフィルタリング用
の URLホワイトリストは、[ドメインのスキャンをバイパス（Bypass Domain Scanning）]に似て
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いますが、このオプションとは関係ありません。この機能の詳細については、URL書き換えおよ
びドメインのバイパス, （420ページ）を参照してください。

この項で説明する URLフィルタリングホワイトリストと、SBRSスコアに基づく送信者レピュ
テーションフィルタリングに使用されるホワイトリストは無関係です。

はじめる前に

WebインターフェイスでURLリストを作成する代わりに、リストをインポートすることを検討し
てください。URLリストのインポート, （433ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [URLリスト（URL Lists）]を選択します。
ステップ 2 [URLリストの追加（Add URL List）]を選択するか、または編集するリストをクリックします。

グローバルにホワイトリストに登録するすべての URLが 1つのリストにまとめられていることを確認し
ます。URLフィルタリングにはグローバルホワイトリストを 1つだけ選択できます。

ステップ 3 URLリストを作成して送信します。
サポートされる URL形式のリストを表示するには、[URL（URL ）]ボックスにセミコロン（:）を入力
し、[送信（Submit）]をクリックします表示される [詳細...（more...）]リンクをクリックします。

各 URL、ドメイン、または IPアドレスを 1行ずつ入力するか、またはコンマで区切って入力することが
できます。

ステップ 4 変更を保存します。

次の作業

• URLリストをグローバルホワイトリストとして指定するには、Enable URL Filtering, （429
ページ）を参照してください。

• URLリストを、コンテンツフィルタまたはメッセージフィルタの特定の条件(ルール）また
はアクションのためのホワイトリストとして指定するには、メッセージに含まれる URLの
レピュテーションまたはカテゴリに基づくアクションの実行,（435ページ）およびコンテン
ツフィルタのアクション, （310ページ）を参照してください。メッセージフィルタについ
てはURLカテゴリアクション,（247ページ）およびURLカテゴリルール,（205ページ）も
参照してください。

URL リストのインポート
URLリストをインポートし、URLフィルタリングのホワイトリストとして使用できます。

ステップ 1 インポートするテキストファイルを作成します。

•最初の行には URLリストの名前を指定する必要があります。
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•各 URLはそれぞれ別の行に入力する必要があります。

ステップ 2 ファイルをアプライアンスの /configurationディレクトリにアップロードします。

ステップ 3 コマンドラインインターフェイスで urllistconfig > newコマンドを使用します。

サイトに悪意がある場合にエンドユーザに表示する通知のカスタマイ

ズ

アウトブレイクフィルタまたはポリシー（コンテンツフィルタまたはメッセージフィルタを使

用して）で識別された悪意のある URLをエンドユーザがクリックすると、Cisco Webセキュリ
ティプロキシによってエンドユーザのWebブラウザに通知が表示されます。この通知には、サ
イトに悪意があり、サイトへのアクセスがブロックされている旨が記載されています。

アウトブレイクフィルタを使用して書き換えられた URLをエンドユーザがクリックすると、通
知ページが 10秒間表示された後、クリック時の安全性評価のためにCiscoWebセキュリティプロ
キシにリダイレクトされます。

この通知ページの外観をカスタマイズして、企業ロゴ、連絡先情報など、組織のブランディング

を表示できます。

通知ページをカスタマイズしない場合、エンドユーザにはシスコブランドの通知ページが表

示されます。

（注）

はじめる前に

• URLフィルタリングをイネーブルにします。EnableURLFiltering, （429ページ）を参照して
ください。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [ブロックページカスタマイズ（Block PageCustomization）]
を選択します。

ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 3 [ブロックページカスタマイズを有効にする（Enable Block Page customization）]チェックボックスをオン

にして、次の詳細を入力します。

•組織のロゴのURL。ロゴイメージは、公にアクセス可能なサーバでホストすることが推奨されます。

•組織名

•組織の連絡先情報

ステップ 4 通知の言語を選択します。Webインターフェイスでサポートされるいずれかの言語を選択できます。
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エンドユーザのブラウザのデフォルト言語は、ここで選択した言語より優先されます。また、

エンドユーザのブラウザのデフォルト言語が AsyncOSでサポートされていない場合は、ここで
選択した言語で通知が表示されます。

（注）

ステップ 5 （任意）[ブロックページカスタマイズのプレビュー（Preview Block Page Customization）]をクリックし
て通知ページをプレビューします。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

次の手順

次のいずれかの方法で URLの書き換えを設定します。

•アウトブレイクフィルタを使用します。URLのリダイレクト, （403ページ）を参照してください。

•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ます。メッセージに含まれるURLのレピュ
テーションまたはカテゴリに基づくアクションの実行, （435ページ）を参照してください。

メッセージに含まれる URL のレピュテーションまたはカ
テゴリに基づくアクションの実行

アウトブレイクフィルタでは、マルウェアについてメッセージを評価するときにさまざまな要因

が考慮されるため、URLレピュテーションだけではアグレッシブなメッセージ処理はトリガーさ
れません。URLレピュテーションに基づいてフィルタを作成することをお勧めします。

たとえば、URLレピュテーションフィルタを使用して次のことを実行できます。

•ニュートラルまたは不明なレピュテーションの URLを書き換えて、クリック時の安全性評
価のために Cisco Webセキュリティプロキシサービスにリダイレクトします。

•レピュテーションスコアが悪意のあるレピュテーションの範囲に該当する URLを含むメッ
セージをドロップします。

URLカテゴリフィルタを使用して、次のことを実行できます。

• URLカテゴリをフィルタリングして、許容されるWebの使用に関する組織のポリシーを適
用します。たとえば、ユーザがオフィスでアダルトサイトやギャンブルサイトにアクセス

できないようにする場合などです。
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URL 関連の条件(ルール）およびアクションの使用

操作内容例目的

URLレピュテーションまたはURLカ
テゴリの条件またはルールを作成し、

URLレピュテーションまたはURLカ
テゴリのアクション以外のアクション

と組み合わせます。

例外：URLレピュテーション条件ま
たはルールをバウンスアクションと

組み合わせないでください。

メッセージを削除または検疫

する。

メッセージ全体に対して

アクションを実行する。

URLレピュテーションまたはURLカ
テゴリのアクションのみを作成しま

す。個別の URLフィルタリング条件
は使用しないでください。

メッセージに含まれるURLを
テキストに置換するか、URL
をクリックできない状態にし

ます。

コンテンツフィルタを使用するには、メールポリシーにそのフィルタを指定する必要がありま

す。

URL レピュテーションまたは URL カテゴリによるフィルタリング：条
件およびルール

たとえば、[成人向け（Adult）]カテゴリの URLが含まれているすべてのメッセージに対して [ド
ロップする（最終アクション）（Drop (Final Action)）]アクションを適用するには、[成人向け
（Adult）]カテゴリが選択されている [URLカテゴリ（URL Category）]タイプの条件を追加しま
す。

カテゴリを指定しない場合、選択したアクションはすべてのメッセージに適用されます。

クリーンな URL、ニュートラルな URL、および悪意のある URLの URLレピュテーションスコ
ア範囲が事前定義されており、編集できません。ただし、代わりにカスタム範囲を指定できます。

指定されたエンドポイントは、指定した範囲に含まれます。たとえば、-8から -10までのカスタ
ム範囲を作成する場合、-8と -10はこの範囲に含まれます。レピュテーションスコアを判断でき
ない URLには「スコアなし」を使用します。

ニュートラルな URLレピュテーションとは、URLは現在はクリーンであるが、攻撃に陥りや
すいため、今後悪意のあるURLに変化する可能性があることを示します。このようなURLに
対して、管理者はノンブロッキングポリシー（クリック時の安全性評価のためにCiscoWebセ
キュリティプロキシにリダイレクトするなど）を作成できます

（注）
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選択したURLホワイトリストまたはグローバルURLホワイトリストに含まれているURLは評価
されません。

この条件と組み合わせるアクションは、メッセージに含まれる URLが、レピュテーションスコ
アまたは条件に指定されているカテゴリに一致する場合に実行されます。

メッセージに含まれる URLまたはその動作を変更するには、URLレピュテーションまたは URL
カテゴリのアクションのみを設定します。この目的のための別個のURLレピュテーションまたは
URLカテゴリの条件またはルールは不要です。

URLレピュテーションの条件をバウンスアクションと組み合わせないでください。（注）

特定の URLカテゴリを確認するには、未分類の URLと誤って分類された URLの報告, （462
ページ）のリンクを参照してください。

ヒント

メッセージに含まれる URL の変更：フィルタでの URL レピュテーショ
ンまたは URL カテゴリのアクションの使用

URLレピュテーションまたは URLカテゴリのアクションを使用し、URLのレピュテーションま
たはカテゴリに基づいて、メッセージに含まれる URLまたはその動作を変更します。

URLレピュテーションおよび URLカテゴリのアクションには、個別の条件は必要ありません。
代わりに、URLレピュテーションまたは URLカテゴリのアクションで選択するレピュテーショ
ンまたはカテゴリに基づいて、選択したアクションが適用されます。

アクションは、そのアクションに指定された条件に一致するURLだけに適用されます。メッセー
ジに含まれるその他の URLは変更されません。

カテゴリを指定しない場合、選択したアクションはすべてのメッセージに適用されます。

クリーンな URL、ニュートラルな URL、および悪意のある URLの URLレピュテーションスコ
ア範囲が事前定義されており、編集できません。ただし、代わりにカスタム範囲を指定できます。

指定されたエンドポイントは、指定した範囲に含まれます。たとえば、-8から -10までのカスタ
ム範囲を作成する場合、-8と -10はこの範囲に含まれます。レピュテーションスコアを判断でき
ない URLには「スコアなし」を使用します。

ニュートラルな URLレピュテーションとは、URLは現在はクリーンであるが、攻撃に陥りや
すいため、今後悪意のあるURLに変化する可能性があることを示します。このようなURLに
対して、管理者はノンブロッキングポリシー（クリック時の安全性評価のためにCiscoWebセ
キュリティプロキシにリダイレクトするなど）を作成できます

（注）

• URLを無効化して、クリックできないようにします。メッセージ受信者は、引き続きその
URLを表示およびコピーできます。
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•メッセージ受信者がリンクをクリックすると、トランザクションがクラウド内の Cisco Web
セキュリティプロキシにルーティングされるように URLをリダイレクトします。このプロ
キシでは、悪意のあるサイトである場合はアクセスがブロックされます。

例：フィッシング攻撃で使用される悪意のあるサイトは、分類が可能となる十分な期間にわ

たって存在しないことがよくあるため、[未分類（Uncategorized）]カテゴリに含まれるすべ
ての URLを Cisco Cloud Web Securityプロキシサービスにリダイレクトするとします。

リダイレクトURL：エンドユーザのエクスペリエンス,（439ページ）も参照してください。

URLを別のプロキシにリダイレクトするには、次の箇条書き項目の例を参照してください。

このリリースでは、Cisco Cloud Web Securityプロキシサービスには設定可能
なオプションがありません。たとえば、調整する脅威スコアのしきい値や、

脅威スコアに基づいて指定するアクションがありません。

（注）

• URLを任意のテキストで置き換えます。

メッセージに示されるテキストに元の URLを含めるには、$URL変数を使用します。

次に、例を示します。

◦ [違法ダウンロード（Illegal Downloads）]カテゴリのすべての URLを次のテキストに置
き換えます。

Message from your system administrator: A link to an illegal downloads web site

has been removed from this message.

◦元の URLと次の警告を組み込みます。

WARNING! The following URL may contain malware: $URL

次のようになります。警告：次の URLにはマルウェアが含まれている可能性がありま
す。http://example.com。

◦カスタムプロキシまたはWebセキュリティサービスにリダイレクトします。

http://custom_proxy/$URL

これは http://custom_proxy/http://example.comとなります。

選択した URLホワイトリストまたはグローバル URLホワイトリストに含まれている URLのレ
ピュテーションまたはカテゴリは評価されません

URLの危険を取り除くか、URLを置き換える場合は、署名メッセージで URLを無視することを
選択できます。

URLレピュテーションまたは URLカテゴリのアクションを URLレピュテーションまたは URL
カテゴリの条件（またはルール）と組み合わせることは推奨されません。組み合わせる条件(ルー
ル）とアクションに異なるカテゴリが含まれている場合、一致することはありません。
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特定の URLカテゴリを確認するには、未分類の URLと誤って分類された URLの報告, （462
ページ）のリンクを参照してください。

ヒント

リダイレクト URL：エンドユーザのエクスペリエンス
Cisco Cloud Web Securityプロキシサービスの評価に基づいて、次の処理が行われます。

•サイトが安全である場合、ユーザはターゲットWebサイトに誘導され、リンクがリダイレク
トされたことを認識しません。

•悪意のあるサイトの場合、そのサイトは悪意のあるサイトであり、アクセスがブロックされ
たことを示す通知がユーザに対して表示されます。

エンドユーザ通知ページの外観をカスタマイズして、企業ロゴ、連絡先情報など、組織のブ

ランディングを表示できます。サイトに悪意がある場合にエンドユーザに表示する通知のカ

スタマイズ, （434ページ）を参照してください。

• Cisco Cloud Web Securityプロキシサービスとの通信がタイムアウトになった場合、ユーザに
対しターゲットWebサイトへのアクセスが許可されます。

•その他のエラーが発生した場合、ユーザに対して通知が表示されます。

URL フィルタリング結果のモニタ
検出された悪意のある URLおよびニュートラルな URLに関するデータを表示するには、[モニタ
（Monitor）] > [URLフィルタ（URL Filtering）]を選択します。このページのデータの詳細につい
ては、[URLフィルタリング（URL Filtering）]ページ, （856ページ）を参照してください。

メッセージトラッキングの URL 詳細の表示
アウトブレイクフィルタおよび関連するコンテンツフィルタによって取得されたURLのメッセー
ジトラッキングの詳細を表示するには、以下のことが必要です。

•メッセージトラッキングが有効になっている必要があります。

•アウトブレイクフィルタおよび/または、URLレピュテーションもしくはURLカテゴリに基
づくコンテンツフィルタが稼働している必要があります。

•アウトブレイクフィルタについては、URL書き換えが有効になっている必要があります。
URL書き換えおよびドメインのバイパス, （420ページ）を参照してください。

• URLロギングが有効になっている必要があります。URLのロギングとURLのメッセージト
ラッキングの詳細の有効化, （414ページ）を参照してください。

表示されるデータの詳細については、メッセージトラッキングの詳細, （882ページ）を参照し
てください。
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これらの潜在的な機密情報に対する管理ユーザのアクセスを管理するには、メッセージトラッキ

ングでの機密情報へのアクセスの制御, （945ページ）を参照してください。

URL フィルタリングのトラブルシューティング

ログの表示

URLフィルタリング情報は、次のログに書き込まれます。

•メールログ（mail_logs）。URLのスキャン結果に関する情報は（URLに応じてメッセージ
に対して実行されるアクション）、このログに書き込まれます。

• URLフィルタリングログ（web_client）。URLルックアップの試行時のエラー、タイムアウ
ト、ネットワークの問題などに関する情報は、このログに書き込まれます。

ほとんどの情報は [情報（Info）]または [デバッグ（Debug）]レベルです。

ユーザがメッセージに含まれているリダイレクトリンクをクリックしたときに発生する動作に関

する情報は、ログには記録されません。

ログの「SDS」は、URLレピュテーションサービスを示します。

アラート：SDS：登録証明書の取得中のエラー（Error Fetching Enrollment
Certificate）

問題

登録クライアント証明書の取得中に発生したエラーに関する情報レベルのアラートを受信します。

ソリューション

この証明書は、次のクラウドベースのサービスに接続する必要があります：Cisco Webセキュリ
ティサービス（URLレピュテーションおよびURLカテゴリを取得するため）およびCiscoAggregator
Server（Webインタラクショントラッキングデータを取得するため）。次のことを試してくださ
い。

1 ネットワークの問題（誤ったプロキシ設定やファイアウォールの問題など）が発生しているか

どうかを確認します。

2 URLフィルタリング機能キーが有効であり、アクティブであることを確認します。
3 問題が解決しない場合は、Cisco TACにご連絡ください。

アラート：SDS：証明書が無効です（Certificate Is Invalid）
問題

無効な SDSの証明書に関する重大なアラートを受信します。
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ソリューション

この証明書は、URLレピュテーションとカテゴリを取得する目的でクラウド内のCiscoCloudWeb
Securityサービスに接続するために必要です。

証明書を取得して手動でインストールする場合は、Cisco Webセキュリティサービスとの通信用
の証明書の手動設定, （444ページ）を参照してください。

Cisco Web セキュリティサービスに接続できない
問題

[セキュリティサービス（Security Services）] > [URLフィルタリング（URL Filtering）]ページに、
Cisco Webセキュリティサービスへの接続の問題が継続的に示されます。

ソリューション

• URLフィルタリングを有効にしているが変更をまだ確定していない場合は、変更を確定しま
す。

• CiscoWebセキュリティサービスとの接続に関する最新のアラートを確認します。最新アラー
トの表示,（1011ページ）を参照してください。該当する場合は、アラート：SDS：登録証明
書の取得中のエラー（Error FetchingEnrollmentCertificate）, （440ページ）およびアラート：
SDS：証明書が無効です（Certificate Is Invalid）, （440ページ）を参照してください。

• [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]
で指定されたプロキシを経由して接続している場合は、これが設定されており、正常に機能

していることを確認します。

•接続を妨げている可能性があるネットワークの問題が他にあるかどうかを確認します。

• URLフィルタリングログで、SDSクライアントへのタイムアウト要求に関連するエラーが
ある場合は、コマンドラインインターフェイスで websecuritydiagnosticsコマンドおよび
websecurityadvancedconfigコマンドを使用し、調査して変更を行います。

◦応答所要時間またはDNSルックアップ時間が、設定されているURLルックアップタイ
ムアウト以上である場合は、URLルックアップタイムアウトの値を適宜増やします。

◦キャッシュサイズが高度な構成時の設定に指定されているキャパシティに近づいている
かまたは達したことが診断結果として示される場合は、キャッシュサイズを増やしま

す。

• URLスキャナ、Cisco Webセキュリティサービス、または SDSとの通信でタイムアウト以
外のエラーが発生しているかどうかをURLフィルタリングログで確認します。ログに「SDS」
と記録されている場合、これは Cisco Webセキュリティサービスを示します。このようなロ
グメッセージを見つけた場合は、TACにご連絡ください。
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アラート：シスコアグリゲータサーバに接続できない（Unable to
Connect to the Cisco Aggregator Server）

問題

次の警告アラートを受信：Cisco Aggregator Serverに接続できません。

ソリューション

次の手順を実行します。

1 アプライアンスからサーバのホスト名を pingして、アプライアンスと Cisco Aggregator Server
との接続を確認します。CLIで aggregatorconfigコマンドを使用して、Cisco Aggregator Server
のホスト名を表示します。

2 [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]で
指定されたプロキシを経由して接続している場合は、これが設定されており、正常に機能して

いることを確認します。

3 接続を妨げている可能性があるネットワークの問題が他にあるかどうかを確認します。

4 DNSサービスが実行されているかどうかを確認します。
5 問題が解決しない場合は、Cisco TACにご連絡ください。

アラート：シスコアグリゲータサーバから Web インタラクショント
ラッキング情報を取得できない（Unable to Retrieve Web Interaction
Tracking Information from the Cisco Aggregator Server）

問題

次の警告アラートを受信：Cisco Aggregator ServerからWebインタラクショントラッキング情報
を取得できません。

ソリューション

次の手順を実行します。

1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]
で指定されたプロキシを経由して接続している場合は、これが設定されており、正常に機能し

ていることを確認します。

2 接続を妨げている可能性があるネットワークの問題が他にあるかどうかを確認します。

3 DNSサービスが実行されているかどうかを確認します。
4 問題が解決しない場合は、Cisco TACにご連絡ください。

websecurityadvancedconfig コマンドの使用
本書で明示的に説明する変更を除き、TACからの指示を受けずに websecurityadvancedconfigコマ
ンドを使用して変更を行わないでください。
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メッセージトラッキング検索で指定のカテゴリのメッセージが見つか

らない

問題

特定のカテゴリのURLが含まれているメッセージが、そのカテゴリでの検索で見つかりませんで
した。

ソリューション

予想されるメッセージが検索結果に表示されない, （887ページ）を参照してください。

悪意のある URL とマーケティングメッセージがアンチスパムフィル
タまたはアウトブレイクフィルタでキャプチャされない

問題

マーケティングリンクを含むメッセージと悪意のある URLが、アンチスパムフィルタまたはア
ウトブレイクフィルタによってキャプチャされません。

ソリューション

•これは、Webサイトのレピュテーションとカテゴリは、アンチスパムフィルタとアウトブレ
イクフィルタがサイトについて判定するときに使用する多数の条件の 2つに過ぎないために
発生することがあります。アクション（URLの書き換え、URLのテキストでの置き換え、
メッセージの隔離またはドロップなど）の実行に必要なしきい値を低くすることで、これら

のフィルタの感度を上げることができます。詳細については、アウトブレイクフィルタ機能

とメールポリシー,（416ページ）およびスパム対策ポリシーの定義,（357ページ）を参照
してください。あるいは、URLレピュテーションスコアに基づくコンテンツフィルタまた
はメッセージフィルタを作成します。

•これは、Eメールセキュリティアプライアンスが Cisco Webセキュリティサービスに接続
できない場合にも発生することがあります。Cisco Webセキュリティサービスに接続できな
い, （441ページ）を参照してください。

フィルタリングされたカテゴリの URL が正しく処理されない
問題

URLカテゴリに基づくコンテンツフィルタまたはメッセージフィルタで定義されているアクショ
ンは、適用されません。

ソリューション

•トレース機能を使用してメッセージ処理パスを追跡します（トレース機能についてはトラブ
ルシューティングに関する章で説明します）。
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•これは、Eメールセキュリティアプライアンスが Cisco Webセキュリティサービスに接続
できない場合に発生することがあります。CiscoWebセキュリティサービスに接続できない,
（441ページ）を参照してください。

•接続に問題がない場合でも、URLを分類できないか、誤って分類することがあります。未分
類のURLと誤って分類されたURLの報告, （462ページ）を参照してください。URLのカテ
ゴリを判別するときにこのサイトを使用できます。

エンドユーザが書き換え後の URL から悪意のあるサイトにアクセスす
る

問題

悪意のあるURLがCiscoWebセキュリティプロキシにリダイレクトされましたが、エンドユーザ
がそのサイトにアクセスできます。

ソリューション

これは次の場合に発生する可能性があります。

•サイトが悪意のあるサイトとして識別されていない。

• Cisco Webセキュリティプロキシへの接続がタイムアウトした。このタイムアウトが発生す
ることは非常にまれです。ネットワークの問題が原因で接続が妨げられていないことを確認

します。

Cisco Web セキュリティサービスとの通信用の証明書の手動設定
この手順は、アプライアンスが Cisco Webセキュリティサービスとの通信のための証明書を自動
的に取得できない場合に使用します。

ステップ 1 必須の証明書の取得

ステップ 2 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]を使用するか、またはコマンドラインインターフェ
イスで certconfigコマンドを使用して、証明書をアップロードします。

ステップ 3 コマンドラインインターフェイスで websecurityconfigコマンドを入力します。
ステップ 4 プロンプトに従って、Cisco Webセキュリティサービス認証用のクライアント証明書を設定します。
ステップ 5 証明書のインストールプロセスが完了したら、webcacheflushコマンドを入力します。
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URL カテゴリについて

URL カテゴリについて
これらの URLカテゴリは、AsyncOSの最近のリリースでWebセキュリティアプライアンスに使
用されているカテゴリと同じです。

URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.adultentertainmentexpo.com

www.adultnetline.com
成人向けのコンテンツを指

しますが、ポルノだけでは

ありません。アダルト向け

のナイトクラブ（ストリッ

プクラブ、スワッピングク

ラブ、同伴サービス、スト

リッパーなど）、セックス

に関する全般情報（ポルノ

とは限らない）、性器ピア

ス、アダルト向けの製品や

グリーティングカード、健

康や疾病関連以外の性行為

に関する情報などもこれに

含まれる場合があります。

1006adltアダルト

（Adult）

www.adforce.com

www.doubleclick.com
Webページに表示されるこ
との多いバナー広告やポッ

プアップ広告、その他の広

告コンテンツを提供してい

る広告関連Webサイト。広
告サービスおよび広告営業

は、[ビジネスおよび産業
（Business and Industry）]カ
テゴリに分類されます。

1027advアドバタイズ

メント

（Advertisements）
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URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.samueladams.com

www.whisky.com
嗜好品としての酒、ビール

やワインの醸造、カクテル

のレシピ、リキュール販売、

ワイナリー、ブドウ園、ビー

ル工場、アルコール類の販

売元など。アルコール依存

症は [健康および栄養
（Health andNutrition）]カテ
ゴリに分類されます。バー

およびレストランは [飲食
（Dining andDrinking）]カテ
ゴリに分類されます。

1077alcアルコール

（Alcohol）

www.moma.org

www.nga.gov
画廊および展示会、芸術家

および芸術作品、写真、文

学および書籍、舞台芸術お

よび劇場、ミュージカル、

バレエ、美術館、デザイン、

建築。映画およびテレビは

[エンターテイメント
（Entertainment）]に分類さ
れます。

1002art芸術（Arts）

www.astro.com

www.astrology.com
占星術、ホロスコープ、占

い、数霊術、霊能者による

助言、タロット。

1074astr占星術

（Astrology）

www.craigslist.com

www.ebay.com
オンラインまたはオフライ

ンのオークション、オーク

ション会社、オークション

案内広告など。

1088auctオークション

（Auctions）
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URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.freightcenter.com

www.staples.com
マーケティング、商業、企

業、商慣行、労働力、人材、

運輸、給与計算、セキュリ

ティとベンチャーキャピタ

ル、オフィス用品、工業装

置（加工装置）、機械と機

械システム、加熱装置、冷

却装置、資材運搬機器、梱

包装置、製造、固体運搬、

金属製作、建造と建造物、

旅客輸送、商業、工業デザ

イン、建築、建築資材、運

送と貨物（貨物取扱業務、

トラック輸送、運送会社、

トラック輸送業者、貨物ブ

ローカと輸送ブローカ、速

達サービス、運送取引マッ

チング、追跡とトレース、

鉄道輸送、海上輸送、ロー

ドフィーダサービス、引っ

越し、保管）。

1019busiビジネスおよ

び産業

（Business and
Industry）

www.icq.com

www.meebo.com
Webベースのインスタント
メッセージおよびチャット

ルーム。

1040chatチャットおよ

びインスタン

トメッセージ

（Chat and
Instant
Messaging）

www.bestessays.com

www.superiorpapers.com
不正行為を助長したり、盗

用目的で学期末論文などの

書物を販売するもの。

1051plag不正および盗

用（Cheating
and Plagiarism）

—世界中の違法な児童性的虐

待コンテンツ。

1064cprn児童虐待コン

テンツ（Child
AbuseContent）

www.computersecurity.com

www.symantec.com
企業ユーザおよび家庭ユー

ザ向けのセキュリティ製品

およびセキュリティサービ

ス。

1065csecコンピュータ

セキュリティ

（Computer
Security）
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URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.xml.com

www.w3.org
コンピュータおよびソフト

ウェアに関する情報（ハー

ドウェア、ソフトウェア、

ソフトウェアサポートな

ど）、ソフトウェアエンジ

ニア向けの情報、プログラ

ミング、ネットワーク、Web
サイト設計、Webおよびイ
ンターネット全般、コン

ピュータ科学、コンピュー

タグラフィック、クリップ

アートなど。フリーウェア

とシェアウェアは、[フリー
ウェアおよびシェアウェア

（Freeware and Shareware）]
カテゴリに分類されます。

1003compコンピュータ

およびイン

ターネット

（Computers
and Internet）

www.eharmony.com

www.match.com
出会い系サイト、結婚紹介

所など。

1055date出会い系

（Dating）

www.all-yours.net

www.delivr.net
デジタルポストカードや電

子カードの送信。

1082cardデジタルポス

トカード

（Digital
Postcards）

www.hideawaybrewpub.com

www.restaurantrow.com
飲食店、レストラン、バー、

居酒屋、パブ、レストラン

ガイド、レストランレ

ビューなど。

1061food飲食（Dining
and Drinking）

http://109.60.192.55

http://dynalink.co.jp

http://ipadsl.net

ブロードバンドリンクの IP
アドレス。通常は、ホーム

ネットワークへのアクセス

を試みているユーザを示し

ます。たとえば、ホームコ

ンピュータへのリモート

セッションの場合などです。

1091dynダイナミック

およびレジデ

ンシャル

（Dynamic and
Residential）
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URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.education.com

www.greatschools.org
教育関連のWebサイト。
例：学校、短大、大学、教

材、教師用資料、技術訓練、

職業訓練、オンライント

レーニング、教育問題、教

育政策、学資援助、学校助

成金、規範、試験など。

1001edu教育

（Education）

www.eonline.com

www.ew.com
映画、音楽、バンド、テレ

ビ、芸能人、ファンサイ

ト、エンターテイメント

ニュース、芸能界のゴシッ

プ、エンターテイメント会

場などに関する詳細や批評。

[芸術（Arts）]カテゴリとの
違いを確認してください。

1093entエンターテイ

メント

（Entertainment）

www.car-accidents.com

www.crime-scene-photos.com
性的暴力または犯罪性のあ

るもの、暴力および暴力的

行為、悪趣味な写真やむご

たらしい写真（死体画像な

ど）、犯罪現場写真、犯罪

被害者や事故被害者の写真、

過度にわいせつな文章や写

真、衝撃的な内容のWebサ
イト。

1075extr過激

（Extreme）

www.fashion.net

www.findabeautysalon.com
衣料、服飾、美容室、化粧

品、アクセサリ、宝飾品、

香水、身体改造に関連する

図表や文章、タトゥー、ピ

アス、モデル事務所。皮膚

関連製品は [健康および栄養
（Health andNutrition）]カテ
ゴリに分類されます。

1076fashファッション

（Fashion）

www.rapidshare.com

www.yousendit.com
ダウンロードサービスやホ

スティングによるファイル

共有を主目的とするファイ

ル転送サービス

1071ftsファイル転送

サービス（File
Transfer
Services）
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www.bypassschoolfilter.com

www.filterbypass.com
検出されない匿名のWeb利
用を促進および支援する

Webサイト。例：cgi、php、
glypeを使用した匿名プロキ
シサービス。

1025filtフィルタリン

グ回避（Filter
Avoidance）

finance.yahoo.com

www.bankofamerica.com
金融や財務に関連するもの。

例：会計実務、会計士、課

税、税、銀行、保険、投資、

国家経済、個人資産管理（各

種保険、クレジットカー

ド、個人退職金積立計画、

遺産相続計画、ローン、住

宅ローンなど）。株は [オン
ライントレード（Online
Trading）]に分類されます。

1015fnnc金融

（Finance）

www.freewarehome.com

www.shareware.com
フリーソフトウェアやシェ

アウェアソフトウェアをダ

ウンロードできるサイト。

1068freeフリーウェア

およびシェア

ウェア

（Freeware and
Shareware）

www.888.com

www.gambling.com
カジノ、オンラインギャン

ブル、ブックメーカー、オッ

ズ、ギャンブルに関する助

言、ギャンブルの対象となっ

ているレース、スポーツ

ブッキング、スポーツギャ

ンブル、株式スプレッド

ベッティングサービス。ギャ

ンブル依存を扱うWebサイ
トは [健康および栄養
（Health andNutrition）]に分
類されます。国営宝くじは

[宝くじ（Lotteries）]に分類
されます。

1049gambギャンブル

（Gambling）
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www.games.com

www.shockwave.com
さまざまなカードゲーム、

ボードゲーム、ワードゲー

ム、ビデオゲーム、戦闘

ゲーム、スポーツゲーム、

ダウンロード型ゲーム、ゲー

ム批評、攻略本、コンピュー

タゲーム、インターネット

ゲーム（ロールプレイング

ゲームなど）。

1007gameゲーム

（Games）

www.usa.gov

www.law.com
政府Webサイト、外交関
係、政府および選挙に関す

るニュースや情報、法律分

野に関する情報（法律家、

法律事務所、法律関連の出

版物、法律関連の参考資料、

裁判所、訴訟事件一覧表、

法律関連の協会など）、立

法および判例、市民権問題、

移民関連、特許、著作権、

法執行制度および矯正制度

に関する情報、犯罪報道、

法的措置、犯罪統計、軍事

（軍隊、軍事基地、軍組織

など）、テロ対策。

1011gov政府および法

律

（Government
and Law）

www.hackthissite.org

www.gohacking.com
Webサイト、ソフトウェ
ア、およびコンピュータの

セキュリティを回避する方

法に関する議論。

1050hackハッキング

（Hacking）
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www.kkk.com

www.nazi.org
社会集団、肌の色、宗教、

性的指向、障がい、階級、

民族、国籍、年齢、性別、

性同一性に基づいて、憎悪、

不寛容、差別を助長する

Webサイト。人種差別、性
差別、人種差別的な神学、

人種差別的な音楽、ネオナ

チ組織、特定民族至上主義、

ホロコースト否定論を助長

するサイト。

1016hateヘイトスピー

チ（Hate
Speech）

www.health.com

www.webmd.com
健康管理、疾病および障が

い、医療、病院、医師、医

薬品、精神衛生、精神医学、

薬理学、エクササイズおよ

びフィットネス、身体障が

い、ビタミン剤およびサプ

リメント、健康（疾病およ

び健康管理）にかかわる性

行為、喫煙、飲酒、薬物使

用、健康（疾病および健康

管理）にかかわるギャンブ

ル、食物全般、飲食、調理

およびレシピ、食物と栄養、

健康維持および食事療法、

レシピや料理に関するWeb
サイトを含む料理全般、代

替医療など。

1009hlth健康および栄

養（Health and
Nutrition）

www.humor.com

www.jokes.com
ジョーク、寸劇、漫画、そ

の他のユーモラスなコンテ

ンツ。不快感を与える可能

性のあるアダルトユーモア

は [アダルト（Adult）]に分
類されます。

1079lolユーモア

（Humor）
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www.ekran.no

www.thedisease.net
犯罪（窃盗、詐欺、電話回

線への違法アクセスなど）

の助長。コンピュータウイ

ルス、テロ、爆弾、無政府

主義。自他殺の方法の記載

など殺人や自殺に関する描

写を含むWebサイト。

1022ilac違法行為

（Illegal
Activities）

www.keygenguru.com

www.zcrack.com
著作権契約に違反して、ソ

フトウェアやその他の情報、

シリアル番号、キー生成ツー

ル、ソフトウェアプロテク

ション回避ツールなどをダ

ウンロードできるWebサイ
ト。Torrentは [ピアファイ
ル転送（Peer File Transfer）]
に分類されます。

1084ildl違法ダウン

ロード（Illegal
Downloads）

www.cocaine.org

www.hightimes.com
娯楽用薬物、吸引道具、薬

物の購入および製造に関す

る情報。

1047drug違法ドラッグ

（Illegal
Drugs）

www.akamai.net

www.webstat.net
コンテンツ配信インフラお

よび動的に生成されるコン

テンツ、セキュリティ保護

されていたり分類が困難な

ために細かく分類できない

Webサイト。

1018infrインフラスト

ラクチャおよ

びコンテンツ

配信ネット

ワーク

（Infrastructure
and Content
Delivery
Networks）

www.evaphone.com

www.skype.com
インターネットを利用した

電話サービス。

1067oipインターネッ

ト電話

（Internet
Telephony）
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www.careerbuilder.com

www.monster.com
職業に関する助言、履歴書

の書き方、面接に関するス

キル、就職斡旋サービス、

求人データバンク、職業紹

介所、人材派遣会社、雇用

主のWebサイトなど。

1004job求職（Job
Search）

www.swimsuits.com

www.victoriassecret.com
下着および水着。特にモデ

ルが着用しているWebサイ
ト。

1031ling下着および水

着（Lingerie
and Swimsuits）

www.calottery.com

www.flalottery.com
懸賞くじ、コンテスト、お

よび公営宝くじ。

1034lotr宝くじ

（Lotteries）

www.cbfsms.com

www.zedge.net
ShortMessage Services（SMS;
ショートメッセージサービ

ス）、着信音などの携帯電

話用ダウンロードサービ

ス。携帯電話会社のWebサ
イトは、[ビジネスおよび産
業（Business and Industry）]
カテゴリに分類されます。

1070cell携帯電話

（Mobile
Phones）

www.enature.com

www.nature.org
天然資源、生態学および自

然保護、森林、原生地、植

物、草花、森林保護、森林、

原生林および林業、森林管

理（再生、保護、保全、伐

採、森林状態、間伐、計画

的火入れ）、農作業（農業、

ガーデニング、園芸、造園、

種まき、除草、灌漑、剪定、

収穫）、環境汚染問題（大

気質、有害廃棄物、汚染防

止、リサイクル、廃棄物処

理、水質、環境産業）、動

物、ペット、家畜、動物学、

生物学、植物学。

1013natr自然（Nature）

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
454

悪意のある URL または望ましくない URL からの保護
URL カテゴリについて



URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.cnn.com

news.bbc.co.uk
ニュース、ヘッドライン、

新聞、テレビ局、雑誌、天

気、スキー場情報。

1058newsニュース

（News）

www.panda.org

www.unions.org
クラブ、圧力団体、コミュ

ニティ、非営利組織、労働

組合など。

1087ngo非政府組織

（Non-Governmental
Organizations）

www.artenuda.com

www.naturistsociety.com
ヌーディズム、ヌード、自

然主義、ヌーディストキャ

ンプ、芸術的ヌードなど。

1060nsn性的でない

ヌード

（Non-Sexual
Nudity）

www.igda.org

www.ieee.org
アフィニティグループ、同

じ興味を持つ人々の集まり

（SIG）、Webニュースグ
ループ、メッセージボード

など。[プロフェッショナル
ネットワーキング

（Professional Networking）]
カテゴリまたは [ソーシャル
ネットワーキング（Social
Networking）]カテゴリに分
類されるWebサイトはここ
には含まれません。

1024commオンラインコ

ミュニティ

（Online
Communities）

www.adrive.com

www.dropbox.com
バックアップ、共有、ホス

ティングを目的としたオフ

サイトストレージおよびピ

アツーピア型ストレージ。

1066osbオンラインス

トレージおよ

びバックアッ

プ（Online
Storage and
Backup）
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www.tdameritrade.com

www.scottrade.com
オンライン証券会社、ユー

ザがオンラインで株取引で

きるWebサイト、株式市
場。株式、債券、投資信託

会社、ブローカー、株式市

場の分析と解説、株式審査、

株価チャート、IPO、株式分
割に関する情報。株式スプ

レッドベッティングサービ

スは [ギャンブル
（Gambling）]に分類されま
す。その他の金融サービス

は、[財務（Finance）]に分
類されます。

1028tradオンライント

レード（Online
Trading）

—業務上の電子メールを利用

する際に使用するWebサイ
ト（通常は Outlook Web
Accessによりアクセス）。

1085pem業務用電子

メール

（Organizational
Email）

www.domainzaar.com

www.parked.com
広告ネットワークの有料リ

スティングサービスを利用

してそのドメインのトラ

フィックから収益を得よう

とするWebサイト、または
ドメイン名を販売して利益

を得ようと考えている「不

正占拠者」が所有するWeb
サイト。有料広告リンクを

返す偽の検索サイトも含ま

れます。

1092parkパークドメイ

ン（Parked
Domains）

www.bittorrent.com

www.limewire.com
ピアツーピア型のファイル

要求Webサイト。ファイル
転送自体のトラッキングは

行いません。

1056p2pピアファイル

転送（Peer File
Transfer）
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www.karymullis.com

www.stallman.org
個人が運営している個人関

連のWebサイト、個人用
ホームページサーバ、個人

コンテンツが公開されてい

るWebサイト、特定のテー
マのない個人ブログなど。

1081pers個人サイト

（Personal
Sites）

www.flickr.com

www.photobucket.com
画像、写真、クリップアー

トの保存と検索を行うため

のWebサイト。

1090img写真検索およ

び画像（Photo
Searches and
Images）

www.politics.com

www.thisnation.com
政治家、政党。政治、選挙、

民主主義、投票などに関連

するニュースや情報のWeb
サイト。

1083pol政治

（Politics）

www.redtube.com

www.youporn.com
性的表現が露骨な文章や画

像。性的表現が露骨なアニ

メや漫画、性的表現が露骨

な描写全般、フェチ志向の

文章や画像、性的表現が露

骨なチャットルーム、セッ

クスシミュレータ、スト

リップポーカー、アダルト

映画、わいせつな芸術、性

的表現が露骨なWebメール
など。

1054pornポルノ

（Pornography）

www.linkedin.com

www.europeanpwn.net
キャリア開発や専門的開発

を目的としたソーシャル

ネットワーキング。[ソー
シャルネットワーキング

（Social Networking）]も参
照してください。

1089pnetプロフェッ

ショナルネッ

トワーキング

（Professional
Networking）

www.realtor.com

www.zillow.com
不動産の検索に役立つ情報、

事務所および商業区画、不

動産物件一覧（賃貸、アパー

ト、戸建てなど）、住宅建

築など。

1045rest不動産（Real
Estate）
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www.wikipedia.org

www.yellowpages.com
都道府県および市区町村の

案内情報、地図、時刻、参

照文献、辞書、図書館など。

1017ref参照

www.religionfacts.com

www.religioustolerance.org
宗教に関するコンテンツ、

宗教に関する情報、宗教団

体。

1086rel宗教

（Religion）

www.netsuite.com

www.salesforce.com
オンラインビジネスサービ

ス用Webポータル、オンラ
イン会議。

1080saasSaaSおよび
B2B（SaaS and
B2B）

kids.discovery.com

www.nickjr.com
幼児や児童向けに作成され

ているか、明示的に幼児や

児童向けと認められている

Webサイト。

1057kids子供向け（Safe
for Kids）

www.physorg.com

www.science.gov
科学技術（航空宇宙、電子

工学、工学、数学など）、

宇宙探査、気象学、地理学、

環境、エネルギー（化石燃

料、原子力、再生可能エネ

ルギー）、通信（電話、電

気通信）など。

1012sci科学技術

（Science and
Technology）

www.bing.com

www.google.com
検索エンジンなど、インター

ネット上の情報にアクセス

するための起点となるサイ

ト。

1020srch検索エンジン

およびポータ

ル（Search
Engines and
Portals）

www.avert.org

www.scarleteen.com
事実に基づいて性的情報を

扱うWebサイト、性的健
康、避妊、妊娠など。

1052sxed性教育（Sex
Education）

www.amazon.com

www.shopping.com
物々交換、オンライン購入、

クーポン、無料提供、事務

用品、オンラインカタロ

グ、オンラインモールな

ど。

1005shopショッピング

（Shopping）
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www.facebook.com

www.twitter.com
ソーシャルネットワーキン

グ関連。[プロフェッショナ
ルネットワーキング

（Professional Networking）]
も参照してください。

1069snetソーシャル

ネットワーキ

ング（Social
Networking）

www.archaeology.org

www.anthropology.net
社会に関係する科学と歴史、

考古学、文化人類学、文化

学、歴史学、言語学、地理

学、哲学、心理学、女性学。

1014socs社会科学

（Social
Science）

www.childcare.gov

www.familysearch.org
家族および家族関係、民族

性、社会組織、家系、高齢

者、保育など。

1010scty社会および文

化（Society and
Culture）

www.softwarepatch.com

www.versiontracker.com
ソフトウェアパッケージに

対する更新プログラムを提

供しているWebサイト。

1053swupソフトウェア

アップデート

（Software
Updates）

www.espn.com

www.recreation.gov
すべてのプロスポーツおよ

びアマチュアスポーツ、レ

クリエーション活動、釣り、

ファンタジースポーツ

（ゲーム）、公園、遊園地、

レジャープール、テーマ

パーク、動物園、水族館、

温泉施設など。

1008sprtスポーツおよ

びレクリエー

ション（Sports
and
Recreation）

www.live-radio.net

www.shoutcast.com
リアルタイムストリーミン

グオーディオコンテンツ

（インターネットラジオや

オーディオフィードな

ど）。

1073audストリーミン

グオーディオ

（Streaming
Audio）

www.hulu.com

www.youtube.com
リアルタイムストリーミン

グビデオ（インターネット

テレビ、Webキャスト、動
画共有など）。

1072vidストリーミン

グビデオ

（Streaming
Video）
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URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.bat.com

www.tobacco.org
愛煙家のWebサイト、タバ
コ製造会社、パイプと喫煙

製品（違法薬物吸引用でな

いもの）など。タバコ依存

症は [健康および栄養
（Health andNutrition）]カテ
ゴリに分類されます。

1078tobタバコ

（Tobacco）

www.cars.com

www.motorcycles.com
個人用の乗り物、自動車お

よびバイクに関する情報、

新車、中古車、オートバイ

の購入、自動車愛好会、小

型船舶、航空機、レジャー

用自動車（RV）など。自動
車レースおよびバイクレー

スは [スポーツおよび娯楽
（Sports and Recreation）]に
分類されます。

1044trns乗り物

（Transportation）

www.expedia.com

www.lonelyplanet.com
出張および個人旅行、旅行

情報、旅行のリソース、旅

行代理店、パッケージ旅行、

クルージング、宿泊、交通

手段、航空便の予約、航空

運賃、レンタカー、別荘な

ど。

1046trvl旅行（Travel）

—シスコのデータベースに登

録されていないWebサイト
は、未分類として記録され、

レポートにもそのように表

示されます。誤入力された

URLもこれに含まれます。

——Unclassified
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URL の例説明コー

ド

（Code）

省略

形

URL カテゴリ
（URL
Category）

www.coldsteel.com

www.gunbroker.com
一般的な武器の購入および

使用に関する情報（銃販売

店、銃オークション、銃の

案内広告、銃の付属品、銃

の展示会、銃の訓練など）、

銃に関する全般情報。その

他の武器や狩猟関連画像の

サイトなどが含まれる場合

もあります。政府の軍に関

するWebサイトは、[政府お
よび法律（Government and
Law）]カテゴリに分類され
ます。

1036weap武器

（Weapons）

www.bluehost.com

www.godaddy.com
Webサイトのホスティン
グ、帯域幅サービスなど。

1037whstWebホスティ
ング（Web
Hosting）

babelfish.yahoo.com

translate.google.com
Webページの翻訳。1063tranWebページ翻

訳（Web Page
Translation）

mail.yahoo.com

www.hotmail.com
公開されているWebベース
の電子メールサービス。個

人が自分の会社または組織

の電子メールサービスを利

用するためのWebサイト
は、[業務用電子メール
（Organizational Email）]カ
テゴリに分類されます。

1038メー

ルア

ドレ

ス

Webメール
（Web-Based
Email）

URL のカテゴリの判別
特定の URLのカテゴリを確認するには、未分類の URLと誤って分類された URLの報告, （462
ページ）に示されているサイトを参照してください。
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未分類の URL と誤って分類された URL の報告
誤って分類された URLや、未分類だが分類する必要がある URLを報告するには、次のサイトに
アクセスしてください。

https://securityhub.cisco.com/web/submit_urls

送信されたURLのステータスを確認するには、このページの [送信したURLのステータス（Status
on Submitted URLs）]タブをクリックします。

将来の URL カテゴリセットの変更
新たな流行やテクノロジーの出現に伴い、URLカテゴリセットが変更されることがまれにありま
す。たとえば、カテゴリの追加、削除、名前変更、別のカテゴリとの結合、2つのカテゴリへの
分割などです。このような変更は、既存のフィルタの結果に影響することがあるので、変更が生

じた場合は、アプライアンスからアラート（[システム（System）]タイプ、[警告（Warning）]重
大度）が送信されます。このようなアラートを受信したら、コンテンツフィルタとメッセージ

フィルタを評価し、場合によっては、更新されたカテゴリで機能するようにこれらのフィルタを

更新する必要があります。既存のフィルタは自動的には変更されません。確実にアラートが届く

ようにするには、アラート受信者の追加, （1009ページ）を参照してください。

次の変更では、カテゴリセットの変更は不要であり、アラートは生成されません。

•新たに分類されたサイトの定期的な分類。

•誤って分類されたサイトの再分類
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第 17 章

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

この章は、次の項で構成されています。

• 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の概要, 463 ページ

• ファイルレピュテーションと分析機能の設定, 468 ページ

• ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング, 486 ページ

• ファイルの脅威判定の変更時のアクションの実行, 489 ページ

• ファイルレピュテーションと分析のトラブルシューティング, 489 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

析の概要
高度なマルウェア防御は、次によりゼロデイや電子メールの添付ファイル内のファイルベースの

標的型の脅威から保護します。

•既知のファイルのレピュテーションを取得する。

•レピュテーションサービスでまだ認識されていない特定のファイルの動作を分析する。

•新しい情報が利用可能になるのに伴い出現する脅威を常に評価し、脅威と判定されている
ファイルがネットワークに侵入するとユーザに通知する。

この機能は着信メッセージと発信メッセージに使用できます

ファイルレピュテーションサービスはクラウドに存在します。ファイル分析サービスには、パブ

リッククラウドまたはプライベートクラウド（オンプレミス）のオプションがあります。

•プライベートクラウドファイルレピュテーションサービスは Cisco AMP仮想プライベート
クラウドアプライアンスにより提供され、「プロキシ」モードまたは「エアギャップ」（オ
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ンプレミス）モードで動作します。オンプレミスのファイルレピュテーションサーバの設

定, （470ページ）を参照してください。

•プライベートクラウドファイル分析サービスは、オンプレミスCisco AMPThreat Gridアプラ
イアンスから提供されます。オンプレミスのファイル分析サーバの設定,（470ページ）を参
照してください。

ファイル脅威判定のアップデート

脅威判定は、新たな情報に合わせて変更できます。最初にファイルが不明または正常として評価

されると、ファイルは受信者に対して解放されます。新しい情報が利用可能になるのに伴い脅威

判定が変更されると、アラートが送信され、ファイルとその新しい判定が [AMP判定のアップデー
ト（AMPVerdict Updates）]レポートに示されます。脅威の影響に対処する最初の作業として、侵
入のきっかけとなったメッセージを調査できます。

判定を、「悪意がある」から「正常」に変更できます。

アプライアンスが同じファイルの後続インスタンスを処理するときに、更新された結果がただち

に適用されます。

判定アップデートのタイミングに関する情報は、ファイル基準のドキュメント（ファイルレピュ

テーションおよび分析サービスでサポートされるファイル,（466ページ）を参照）に記載されて
います。

ファイル処理の概要

メッセージに対して最終アクションが実行されていない場合は、以前のスキャンエンジンの判定

に関係なく、アンチウィルススキャンの完了直後に、ファイルレピュテーションが評価され、

ファイルが分析目的で送信されます。

メッセージのMIMEヘッダーの形式が正しくない場合、ファイルレピュテーションサービス
はデフォルトで「スキャン不可」の判定を返します。アプライアンスは、このメッセージから

も添付ファイルを抽出しようとします。アプライアンスが添付ファイルを抽出できない場合、

判定は「スキャン不可」のままです。アプライアンスが添付ファイルを抽出できる場合は、添

付ファイルのファイルレピュテーションが評価されます。添付ファイルが悪意のあるもので

ある場合、判定は「スキャン不可」から「悪意のある」に変わります。

（注）

アプライアンスとファイルレピュテーションサービス間の通信は暗号化され、改ざんから保護さ

れます。

ファイルレピュテーションの評価後：

•メッセージに添付ファイルが含まれていない場合、ファイルレピュテーションサービスは
「スキップ」の判定を返します。
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•ファイルがファイルレピュテーションサービスに対して既知であり、正常であると判断さ
れた場合、メッセージは引き続きワークキューに残ります。

•ファイルレピュテーションサービスからメッセージの添付ファイルについて悪意があると
いう判定が返されると、該当するメールポリシーで指定したアクションが、アプライアンス

により適用されます。

•レピュテーションサービスがファイルを認識しているが、決定的な判定を下すための十分な
情報がない場合、レピュテーションサービスはファイルの特性（脅威のフィンガープリント

や動作分析など）に基づき、レピュテーションスコアを戻します。このスコアが設定された

レピュテーションしきい値を満たすか、または超過した場合、マルウェアが含まれるファイ

ルに関するメールポリシーで設定したアクションがアプライアンスによって適用されます。

•レピュテーションサービスにそのファイルに関する情報がなく、そのファイルが分析の基準
を満たしていない場合（ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされる

ファイル, （466ページ）を参照）、そのファイルは正常と見なされ、メッセージはワーク
キューに残ります。

•ファイル分析サービスがイネーブルな状態で、レピュテーションサービスにはファイルに関
する情報がなく、そのファイルが分析可能なファイルの条件を満たしている場合（ファイル

レピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル,（466ページ）を参照）、
メッセージは隔離され（分析のために送信した添付ファイルがあるメッセージの隔離,（480
ページ）を参照）、ファイルは分析用に送信される可能性があります。添付ファイルが分析

のために送信されるとき、またはファイルが分析のために送信されない場合にメッセージを

隔離するようにアプライアンスを設定していない場合、そのメッセージはユーザに解放され

ます。

•オンプレミスのファイル分析での展開では、レピュテーション評価とファイル分析は同時に
実行されます。レピュテーションサービスから判定が返された場合は、その判定が使用され

ます。これは、レピュテーションサービスにはさまざまなソースからの情報が含まれている

ためです。レピュテーションサービスがファイルを認識していない場合、ファイル分析の判

定が使用されます。
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•サーバとの接続がタイムアウトしたためにファイルレピュテーションの判定の情報が利用で
きない場合、そのファイルはスキャン不可と見なされ、設定されたアクションが適用されま

す。

図 33：パブリッククラウドファイル分析の展開における高度なマルウェア防御ワークフロー

ファイルが分析のために送信される場合：

•分析用にクラウドに送信される場合、ファイルは HTTPS経由で送信されます。

•分析には通常、数分かかりますが、さらに時間がかかることもあります。

•ファイル分析で悪意があるとしてフラグ付けされたファイルが、レピュテーションサービス
では悪意があると識別されない場合があります。ファイルレピュテーションは、1回のファ
イル分析結果でなく、さまざまな要因によって経時的に決定されます。

•オンプレミスの Cisco AMP Threat Gridアプライアンスを使用して分析されたファイルの結果
は、ローカルにキャッシュされます。

判別のアップデートの詳細については、ファイル脅威判定のアップデート,（464ページ）を参照
してください。

ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファ

イル

レピュテーションサービスは大部分のファイルタイプを評価します。ファイルタイプの識別は

ファイルコンテンツによって行われ、ファイル拡張子には依存していません。

レピュテーションが「不明」となっているファイルは脅威の特徴と対比して分析できます。ファ

イル分析機能を設定すると、分析するファイルタイプを選択できます。新しいタイプを動的に追

加できます。アップロード可能なファイルタイプのリストが変更された場合はアラートを受け取

るので、追加されたファイルタイプを選択してアップロードできます。

ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされているファイルの詳細は、登録済

みのお客様に限り提供しています。評価および分析するファイルについては、『File Criteria for
Advanced Malware Protection Services for Cisco Content Security Products』
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（http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.htmlから
入手可能）を参照してください。ファイルのレピュテーションの評価と分析のためにファイルを

送信する基準は、随時変更される場合があります。

このドキュメントにアクセスするには、シスコの顧客アカウントとサポート契約が必要です。登

録するには、https://tools.cisco.com/RPF/register/register.doにアクセスしてください。

高度なマルウェア防御が対応しないファイルの配信をブロックするには、ポリシーを設定する必

要があります。

どこかのソースからすでに分析用にアップロードしたことのある（着信メールまたは発信メー

ルのいずれかの）ファイルは、再度アップロードされません。このようなファイルの分析結果

を表示するには、[ファイル分析（File Analysis）]レポートページから SHA-256を検索しま
す。

（注）

アーカイブまたは圧縮されたファイルの処理

ファイルが圧縮またはアーカイブされている場合：

•圧縮またはアーカイブファイルのレピュテーションが評価されます。

•圧縮またはアーカイブファイルが圧縮解除され、すべての抽出されたファイルのレピュテー
ションが評価されます。

ファイル形式を含めて調査するアーカイブファイルおよび圧縮ファイルの詳細については、ファ

イルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル, （466ページ）からリン
クされている情報を参照してください。

このシナリオでは、次のようになります。

•抽出されたファイルのいずれかが悪意のあるファイルである場合、ファイルレピュテーショ
ンサービスは、その圧縮/アーカイブファイルに対して「悪意がある（Malicious）」という
判定を返します。

•圧縮/アーカイブファイルが悪意のあるファイルであり、抽出されたすべてのファイルが正
常である場合、ファイルレピュテーションサービスは、圧縮/アーカイブファイルに対して
「悪意がある（Malicious）」という判定を返します。

•抽出されたファイルのいくつかの判定が「不明（unknown）」である場合、それらの抽出ファ
イルは、状況に応じて、分析のために送信されます（そのように設定されており、ファイル

タイプがファイル分析でサポートされている場合）。

•圧縮/アーカイブファイルの圧縮解除中にファイルの抽出に失敗した場合、ファイルレピュ
テーションサービスは、圧縮/アーカイブファイルに対して「スキャン不可（Unscannable）」
という判定を返します。ただし、抽出されたファイルの 1つが悪意のあるファイルである場
合、ファイルレピュテーションサービスは、圧縮/アーカイブファイルに対して「悪意があ
る（Malicious）」という判定を返します（「悪意がある（Malicious）」という判定は「ス
キャン不可（Unscannable）」よりも順位が高くなります）。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
467

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

ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


セキュアMIMEタイプの抽出ファイル（テキストやプレーンテキストなど）のレピュテーショ
ンは、評価されません。

（注）

クラウドに送信される情報のプライバシー

•クラウド内のレピュテーションサービスには、ファイルを一意に識別する SHAのみが送信
されます。ファイル自体は送信されません。

•クラウド内のファイル分析サービスを使用している場合、ファイルが分析の要件を満たして
いれば、ファイル自体がクラウドに送信されます。

•分析用にクラウドに送信されて「悪意がある」と判定されたすべてのファイルに関する情報
は、レピュテーションデータベースに追加されます。この情報は他のデータと共にレピュ

テーションスコアを決定するために使用されます。

オンプレミスの Cisco AMP Threat Gridアプライアンスで分析されたファイルの詳細は、レ
ピュテーションサービスと共有されることはありません。

• SenderBaseレピュテーションサービスへのデータの送信を許可するようアプライアンスを設
定している場合は、特定のファイルに関する情報が送信されます。詳細については、『Cisco
Email Security Appliance Guide』の「SenderBase Network Participation」で AMPクラウドに関
する情報を参照してください。

FIPS Compliance
ファイルレピュテーションスキャンおよびファイル分析は、FIPSに準拠しています。

ファイルレピュテーションと分析機能の設定

ファイルレピュテーションと分析サービスとの通信の要件

•これらのサービスを使用するすべてのは、インターネットを通じてそれらのサービスに直接
接続可能である必要があります（オンプレミスの Cisco AMP Threat Gridアプライアンスを使
用するように設定されたファイル分析サービスを除く）。

•デフォルトでは、ファイルレピュテーションおよび分析サービスとの通信は、

•デフォルトでは、ファイルレピュテーションとクラウドベースの分析サービスとの通信は、
デフォルトゲートウェイに関連付けられているインターフェイス経由でルーティングされま

す。トラフィックを異なるインターフェイス経由でルーティングするには、[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
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Analysis）]ページの [詳細設定（Advanced）]セクションで、各アドレスにスタティックルー
トを作成します。

•以下のファイアウォールポートが開いている必要があります。

アプライアン

スのインター

フェイス

ホストネーム入力/出力プロトコル説明ファイア

ウォールポー

ト

データポート

を介してこの

トラフィック

をルーティン

グするように

スタティック

ルートが設定

されていない

場合は、管理

インターフェ

イス。

[セキュリティ
サービス

（Security
Services）] >
[マルウェア対
策とレピュ

テーション

（Anti-Malware
and
Reputation）]
の [詳細設定
（Advanced）]
セクションの

[クラウド
サーバプール

（Cloud Server
Pool）]パラ
メータで設定

された名前。

発信（Out）[TCP]ファイルレ

ピュテーショ

ンを取得する

ためにクラウ

ドサービスに

アクセスしま

す。

32137（デ
フォルト）ま

たは 443

[セキュリティ
サービス

（Security
Services）] >
[マルウェア対
策とレピュ

テーション

（Anti-Malware
and
Reputation）]
の [詳細設定
（Advanced）]
セクションで

設定された名

前。

発信（Out）[TCP]ファイル分析

のためにクラ

ウドサービス

にアクセスし

ます。

443
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オンプレミスのファイルレピュテーションサーバの設定

プライベートクラウドのファイル分析サーバとして Cisco AMP仮想プライベートクラウドアプ
ライアンスを使用する場合は、以下のように設定します。

• FireAMPプライベートクラウドのインストールおよび設定に関するガイドを含む、Cisco
Advanced Malware Protection仮想プライベートクラウドアプライアンスのドキュメントは、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/fireamp-private-cloud-virtual-appliance/
tsd-products-support-series-home.html [英語]から取得できます。
この項目に記載されているタスクはこのドキュメントを参照して実行します。

AMPプライベートクラウドアプライアンスのヘルプリンクを使用して、その他のドキュメ
ントも入手できます。

•「プロキシ」モードまたは「エアギャップ」（オンプレミス）モードでのCiscoAMP仮想プ
ライベートアプライアンスを設定および構成します。

• Cisco AMP仮想プライベートクラウドアプライアンスのソフトウェアバージョンが、Cisco
Eメールセキュリティアプライアンスとの統合を可能にするバージョン 2.2であることを確
認します。

• AMP仮想プライベートクラウドの証明書およびキーをこのアプライアンスにダウンロード
して、この Eメールセキュリティアプライアンスにアップロードします。

• Eメールセキュリティアプライアンスで信頼されているルート認証局がトンネルプロキシ
サーバの証明書に署名していない場合は、[ルート証明書（RootCertificate）]オプションを使
用して標準の検証をスキップします。

オンプレミスのファイルレピュテーションサーバを設定した後に、この Eメールセキュリ
ティアプライアンスからこのサーバへの接続を設定します。以下のステップ 6を参照してく
ださい。ファイルレピュテーションと分析サービスの有効化と設定, （471ページ）

（注）

オンプレミスのファイル分析サーバの設定

プライベートクラウドのファイル分析サーバとして Cisco AMP Threat Gridアプライアンスを使用
する場合は、次のように設定します。

•『Cisco AMP Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』および『Cisco AMP Threat
Grid Appliance Administration Guide』を入手します。Cisco AMP Threat Gridアプライアンスの
ドキュメントは、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides%20-list.html
[英語]から入手できます。

この項目に記載されているタスクはこのドキュメントを参照して実行します。

AMPThreatGridアプライアンスのヘルプリンクからその他のドキュメントも入手できます。
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管理ガイドでは、別のシスコアプライアンスとの統合、CSA、Cisco Sandbox API、ESA、E
メールセキュリティアプライアンス、などに関する情報を提供しています。

• Cisco AMP Threat Gridアプライアンスをセットアップし、設定します。

•必要に応じて、Cisco AMP Threat Gridアプライアンスソフトウェアを Cisco Eメールセキュ
リティアプライアンスとの統合をサポートするバージョン 1.2.1へ更新します。

バージョン番号を確認し更新を実行する方法については、AMPThreatGridのドキュメントを
参照してください。

•アプライアンスがネットワーク上で相互に通信できることを確認します。Cisco Eメールセ
キュリティアプライアンスは、AMPThreatGridアプライアンスの正常な（CLEAN）インター
フェイスに接続可能である必要があります。

•自己署名証明書を展開する場合は、Eメールセキュリティアプライアンスで使用されるCisco
AMP Threat Gridアプライアンスから自己署名 SSL証明書を生成します。SSL証明書とキー
をダウンロードする手順については、AMPThreatGridアプライアンスの管理者ガイドを参照
してください。AMPThreadGridアプライアンスのホスト名をCNとして持つ証明書を生成し
てください。AMP Threat Gridアプライアンスのデフォルトの証明書は機能しません。

• Threat Gridアプライアンスへの Eメールセキュリティアプライアンスの登録は、ファイル
レピュテーションと分析サービスの有効化と設定,（471ページ）で説明したようにファイル
分析の設定を送信したときに自動的に実行されます。ただし、同じ手順に記載されているよ

うに、登録をアクティブ化する必要があります。

ファイルレピュテーションと分析サービスの有効化と設定

はじめる前に

•ファイルレピュテーションサービスとファイル分析サービスの機能キーを取得して、この
アプライアンスに転送します。

•ファイルレピュテーションと分析サービスとの通信の要件, （468ページ）を満たします。

• [更新（Updates）]ページで設定したアップデートサーバへの接続を確認します。

• Cisco AMP仮想プライベートクラウドアプライアンスをプライベートクラウドのファイル
レピュテーションサーバとして使用する場合は、オンプレミスのファイルレピュテーショ

ンサーバの設定, （470ページ）を参照してください。
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• Cisco AMP Threat Gridアプライアンスをプライベートクラウドのファイル分析サーバとして
使用する場合は、オンプレミスのファイル分析サーバの設定,（470ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 1 [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）]を選択します。

ステップ 2 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [ファイルレピュテーションフィルタを有効にする（Enable File Reputation Filtering）]をクリックし、必

要に応じて [ファイル分析を有効にする（Enable File Analysis）]をクリックします。

• [ファイルレピュテーションフィルタを有効にする（Enable File Reputation Filtering）]をオンにする
場合、[ファイルレピュテーションサーバ（FileReputationServer）]セクションを設定するために（ス
テップ 6）、外部パブリックレピュテーションクラウドサーバのURLを入力するか、プライベート
レピュテーションクラウドサーバの接続情報を入力する必要があります。

•同様に、[ファイル分析を有効にする（Enable File Analysis）]をオンにする場合、[ファイル分析サー
バの URL（File Analysis Server URL）]セクションを設定するために（ステップ 7）、外部クラウド
サーバの URLを入力するか、プライベート分析クラウドの接続情報を入力する必要があります。

ステップ 4 ライセンス契約が表示された場合は、それに同意します。

ステップ 5 [ファイルレピュテーションの詳細設定（AdvancedSettings for FileReputation）]パネルを展開し、必要に応
じて以下のオプションを調整します。

説明オプション

ファイルレピュテーションクエリーに使用するドメインの名前。クラウドドメイン（Cloud
Domain）

パブリックレピュテーションクラウドサーバまたはプライベートレピュ

テーションクラウドクラウドのホスト名を選択します。

プライベートレピュテーションクラウドを選択する場合は、次の情報を入

力します。

• [サーバ（Server）]：Cisco AMP仮想プライベートクラウドアプライア
ンスのホスト名または IPアドレス。

• [公開キー（Public Key）]：このアプライアンスとプライベートクラウ
ドアプライアンスとの間の暗号化通信に使用する公開キーを入力しま

す。これは、プライベートクラウドサーバで使用されるキーと同じで

ある必要があります。このアプライアンス上のキーファイルの位置を

指定して、[ファイルのアップロード（Upload File）]をクリックしま
す。

事前にサーバからこのアプライアンスにキーファイルをダウンロー

ドしておく必要があります。

（注）

ファイルレピュテーショ

ンサーバ（File Reputation
Server）
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説明オプション

デフォルトポート（32137）ではなくポート443で通信するには、[SSL（ポー
ト 443）の使用（Use SSL (Port 443)）]をオンにします。サーバへの SSHア
クセスを有効にする方法については、CiscoAMP仮想プライベートクラウド
アプライアンスのユーザガイドを参照してください。

ポート32137でSSL通信を行うには、ファイアウォールでこのポー
トを開く必要があります。

（注）

このオプションを使用すると、ファイルレピュテーションサービスとの通

信用にアップストリームプロキシを設定できます。オンにする場合、[サー
バ（Server）]、[ユーザ名（Username）]、[パスフレーズ（Passphrase）]に適
切な情報を入力します。

[SSL（ポート 443）の使用（Use SSL (Port 443)）]がオンにされている場合、
[証明書検証の緩和（Relax Certificate Validation）]もオンにすると、（トンネ
ルプロキシサーバの証明書に信頼できるルート認証局の署名がない場合に）

標準の証明書検証をスキップできます。たとえば信頼できる内部トンネルプ

ロキシサーバの自己署名証明書を使用している場合は、このオプションをオ

ンにします。

[ファイルレピュテーションの詳細設定（Advanced Settings for File
Reputation）]の [ファイルレピュテーションの SSL通信（SSL
Communication for File Reputation）]セクションで [SSL（ポート
443）の使用（Use SSL (Port 443)）]をオンにした場合、CLIコマン
ド certconfig >CERTAUTHORITY>CUSTOM、またはWebインター
フェイスの [ネットワーク（Network）] > [証明書（カスタム認証
局）（Certificates (CustomCertificate Authorities)）]を使用してAMP
オンプレミスレピュテーションサーバ CA証明書を追加する必要
があります。この証明書をサーバから取得します（[設定
（Configuration）] > [SSL] > [クラウドサーバ（Cloud server）] > [ダ
ウンロード（download）]）。

（注）

ファイルレピュテーショ

ン用の SSL通信（SSL
Communication for File
Reputation）

レトロスペクティブなイベントを確認するためのpingの送信頻度（分単位）。ハートビート間隔

（Heartbeat Interval）

許容されるファイルレピュテーションスコアの上限。スコアがこのしきい

値を超えた場合は、ファイルが感染していることを示しています。

•クラウドサービスの値を使用（60）（Use value fromCloud Service (60)）

• [カスタム値の入力（Enter Custom Value）]：デフォルトでは 60に設定
されます。

レピュテーションしきい

値（Reputation Threshold）

レピュテーションクエリーがタイムアウトになるまでの経過秒数。クエリータイムアウト

（Query Timeout）
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説明オプション

ファイルの処理がタイムアウトになるまでの経過秒数。処理のタイムアウト

（Processing Timeout）

ファイルレピュテーションサーバ上のこのアプライアンスのクライアント

ID（読み取り専用）
ファイルレピュテーショ

ンクライアント ID（File
Reputation Client ID）

このセクションの他の設定は、シスコのサポートのガイダンスなしに変更しないでくださ

い。

（注）

ステップ 6 ファイル分析にクラウドサービスを使用する場合は、[ファイル分析の詳細設定（AdvancedSettings for File
Analysis）]パネルを展開し、必要に応じて次のオプションを調整します。

説明オプション

外部クラウドサーバの名前（URL）、または [プライベート分析クラウド
（Private analysis cloud）]を選択します。

外部クラウドサーバを指定する場合、アプライアンスに物理的に近いサーバ

を選択します。新たに使用可能になったサーバは、標準の更新プロセスを使

用して、このリストに定期的に追加されます。

ファイル分析にオンプレミス Cisco AMP Threat Gridアプライアンスを使用す
るプライベート分析クラウドを選択し、次の情報を入力します。

• [サーバ（Server）]：オンプレミスプライベート分析クラウドサーバの
URL。

• [認証局（Certificate Authority）]：[シスコのデフォルト認証局を使用す
る（Use Cisco Default Certificate Authority）]または [アップロードした認
証局を使用する（Use Uploaded Certificate Authority）]を選択します。

[アップロードした認証局を使用する（UseUploadedCertificateAuthority）]
を選択する場合、[参照（Browse）]をクリックし、このアプライアンス
とプライベートクラウドアプライアンスとの間の暗号化通信に使用す

る有効な証明書ファイルをアップロードします。これは、プライベート

クラウドサーバで使用される証明書と同じである必要があります。

ファイル分析サーバのURL
（File Analysis Server
URL）

ファイル分析サーバ上のこのアプライアンスのクライアント ID（読み取り専
用）

ファイル分析クライアン

ト ID（File Analysis Client
ID）
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ステップ 7 （任意）ファイルレピュテーション判定結果の値にキャッシュ有効期限を設定する場合は、[キャッシュ
設定（Cache Settings）]パネルを展開します。

ステップ 8 変更を送信し、保存します。

ステップ 9 オンプレミスの Cisco AMP Threat Gridアプライアンスを使用している場合は、AMP Threat Gridアプライ
アンスでこのアプライアンスのアカウントをアクティブにします。

「ユーザ」アカウントをアクティブにするための完全な手順は、AMP Threat Gridのドキュメントで説明
しています。

a) ページセクションの下部に表示されたファイル分析クライアント IDを書き留めます。ここにはアク
ティブ化する「ユーザ」が表示されます。

b) AMP Threat Gridアプライアンスにサインインします。
c) [ようこそ…（Welcome…）] > [ユーザの管理（ManageUsers）]を選択し、[ユーザの詳細（UserDetails）]
に移動します。

d) Eメールセキュリティアプライアンスのファイル分析クライアント IDに応じた「ユーザ」アカウン
トを指定します。

e) アプライアンスの「ユーザ」アカウントをアクティブにします。

重要：ファイル分析設定に必要な変更

新しいパブリッククラウドファイル分析サービスを使用する場合は、次の説明を読み、データセ

ンターの分離を維持するようにしてください。

•既存のアプライアンスのグループ化情報は、新しいファイル分析サーバには保存されませ
ん。新しいファイル分析サーバでアプライアンスを再グループ化する必要があります。

•ファイル分析隔離エリアに隔離されたメッセージは、保存期間が経過するまで保存されま
す。隔離エリアでの保存期間が経過すると、メッセージはファイル分析隔離エリアから解放

され、AMPエンジンによって再スキャンされます。その後、ファイルは分析のために新しい
ファイル分析サーバにアップロードされますが、メッセージがもう一度ファイル分析隔離エ

リアに送信されることはありません。

詳細については、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides
-list.htmlから Cisco AMP Thread Gridのマニュアルを参照してください。

（パブリッククラウドファイル分析サービスのみ）アプライアンス

グループの設定

組織のすべてのコンテンツセキュリティアプライアンスで、組織内の任意のアプライアンスから

分析用に送信されるファイルに関するクラウド内の分析結果の詳細が表示されるようにするには、

すべてのアプライアンスを同じアプライアンスグループに結合する必要があります。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
475

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

重要：ファイル分析設定に必要な変更

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides -list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/products-installation-guides -list.html


マシンレベルでアプライアンスのグループを設定できます。アプライアンスのグループは、

クラスタレベルで設定することはできません。

（注）

ステップ 1 [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）]を選択します。

ステップ 2 [ファイル分析クラウドレポートのためのアプライアンスのグループ化（ApplianceGrouping for FileAnalysis
Cloud Reporting）]セクションで、ファイル分析グループ IDを入力します。

•これがグループに追加されている最初のアプライアンスである場合、グループにわかりやすい IDを
指定します。

•この IDは大文字と小文字が区別され、スペースを含めることはできません。

•指定した IDは、分析用にアップロードしたファイルのデータを共有するすべてのアプライアンスで
同じである必要があります。ただし、IDは以降のグループアプライアンスでは検証されません。

•不正なグループ IDを入力したか、または他の何らかの理由でグループ IDを変更する必要がある場
合は、Cisco TACに問い合わせる必要があります。

•この変更はすぐに反映されます。コミットする必要はありません。

•グループ内のすべてのアプライアンスがクラウド内の同じファイル分析サーバを使用するように設定
する必要があります。

• 1つのアプライアンスは、1つのグループだけに属することができます。

•いつでもグループにマシンを追加できますが、追加できるのは一度のみです。

ステップ 3 [今すぐグループ化（Group Now）]をクリックします。

分析グループ内のアプライアンスの確認

ステップ 1 [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）]を選択します。

ステップ 2 [ファイル分析クラウドレポートの用のアプライアンスのグループ化（Appliance Grouping for File Analysis
Cloud Reporting）]セクションで、[アプライアンスの表示（View Appliances）] をクリックします。

ステップ 3 特定のアプライアンスのファイル分析クライアント IDを表示するには、以下の場所を参照します。
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ファイル分析クライアント ID の場所アプライアンス

[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）]ページの [ファイル分析の詳細設
定（Advanced Settings for File Analysis）]セクション

Eメールセキュリティアプ
ライアンス

[セキュリティサービス（Security Services）] > [マルウェア対策とレピュ
テーション（Anti-Malware andReputation）]ページの [ファイル分析の詳細
設定（Advanced Settings for File Analysis）]セクション

Webセキュリティアプライ
アンス

[管理アプライアンス（Management Appliance）] > [集約管理サービス
（Centralized Services）] > [セキュリティアプライアンス（Security
Appliances）]ページの下部

セキュリティ管理アプライア

ンス

ファイルレピュテーションスキャンおよびファイル分析のメールポ

リシーの設定

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]または [メールポリ
シー（Mail Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]を選択します（どちらか該当する
ほう）。

ステップ 2 変更するメールポリシーの [高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）]カラム内のリンクを
クリックします。

ステップ 3 オプションを選択します。

•オンプレミスの Cisco AMP Threat Gridアプライアンスがない場合に、たとえば機密上の理由からク
ラウドにファイルを送信したくない場合は、[ファイル分析を有効にする（Enable File Analysis）]を
オフにします。

•添付ファイルがスキャン不可であると見なされる場合にアプライアンスが実行するアクションを選択
します。添付ファイルがスキャン不可であると見なされるのは、何らかの理由（接続のタイムアウト

など）により、アプライアンスがファイルレピュテーションサービスから情報を取得できない場合

です。

◦メッセージエラー：

◦パスワードで保護されたアーカイブまたは圧縮ファイル

◦レート制限（Rate Limit）
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◦ AMPサービスが使用不可：

◦ファイルレピュテーションサービスが使用不可

◦ファイル分析サービスが使用不可

◦ファイルレピュテーションクエリーのタイムアウト

◦ファイル分析クエリーのタイムアウト

• AMPエンジンスキャナによってスキャンされないメッセージに対する、次のいずれかのメッセージ
処理アクションを設定できます。

◦メッセージのドロップ

◦メッセージをそのまま配信

◦ポリシー隔離へのメッセージの送信

•メッセージを配信する場合は、次の追加の操作を選択します。

◦元のメッセージをアーカイブするかどうか。アーカイブされたメッセージは、アプライアンス
の amparchiveディレクトリに保管されます。事前設定された AMPアーカイブ（amparchive）ロ
グサブスクリプションが必要です。

◦メッセージの件名を変更して（例：[WARNING:ATTACHMENT(S)MAYCONTAINMALWARE]）
エンドユーザに警告するかどうか。

◦管理者が細かく制御できるようにするために、カスタムヘッダーを追加するかどうか。

◦メッセージの受信者を変更して、メッセージが別のアドレスに送信されるようするかどうか。
[はい（Yes）]をクリックして、新しい受信者のアドレスを入力します。

◦スキャンできないメッセージを代替の宛先ホストに送信するかどうか。[はい（Yes）]をクリッ
クして代替 IPアドレスまたはホスト名を入力します。

•ポリシー隔離にメッセージを送信する場合は、次の追加の操作を選択します。

◦ドロップダウンリストからポリシー隔離を選択するかどうか。隔離フラグが付けられた場合、
AMPエンジンによってスキャンされないメッセージは、電子メールパイプラインの残りの処理
を継続します。メッセージがパイプラインの末尾に到達すると、メッセージに 1つ以上の隔離
に関するフラグが設定されていれば、該当するキューに入ります。メッセージがパイプライン

の末尾に到達しなければ、隔離エリアには配置されません。

◦元のメッセージをアーカイブするかどうか。アーカイブされたメッセージは、アプライアンス
の amparchiveディレクトリに保管されます。事前設定されたAMPアーカイブ（amparchive）ロ

グサブスクリプションが必要です。

◦メッセージの件名を変更して（例：[WARNING:ATTACHMENT(S)MAYCONTAINMALWARE]）
エンドユーザに警告するかどうか。

◦管理者が細かく制御できるようにするために、カスタムヘッダーを追加するかどうか。
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•添付ファイルが悪意のあるファイルであると見なされる場合に AsyncOSが実行する必要があるアク
ションを選択します。次のことを選択します。

◦メッセージを配信するか、またはドロップするか。

◦元のメッセージをアーカイブするかどうか。アーカイブされたメッセージは、アプライアンス
の amparchiveディレクトリに保管されます。事前設定された AMPアーカイブ（amparchive）ロ
グサブスクリプションが必要です。

◦マルウェア添付ファイルを削除した後で、メッセージを配信するかどうか。

◦メッセージの件名を変更して（例：[WARNING:MALWAREDETECTEDINATTACHMENT(S)]）
エンドユーザに警告するかどうか。

◦管理者が細かく制御できるようにするために、カスタムヘッダーを追加するかどうか。

◦メッセージの受信者を変更して、メッセージが別のアドレスに送信されるようするかどうか。
[はい（Yes）]をクリックして、新しい受信者のアドレスを入力します。

◦悪意のあるメッセージを代替の宛先ホストに送信するかどうか。[はい（Yes）]をクリックして
代替 IPアドレスまたはホスト名を入力します。

•ファイル分析のために添付ファイルを送信する場合は、AsyncOSが実行する必要があるアクションを
選択します。次のことを選択します。

◦メッセージを配信するか、または隔離するか。

◦元のメッセージをアーカイブするかどうか。アーカイブされたメッセージは、アプライアンス
の amparchiveディレクトリに保管されます。事前設定された AMPアーカイブ（amparchive）ロ
グサブスクリプションが必要です。

◦メッセージの件名を変更して（例：[WARNING:ATTACHMENT(S)MAYCONTAINMALWARE]）
エンドユーザに警告するかどうか。

◦管理者が細かく制御できるようにするために、カスタムヘッダーを追加するかどうか。

◦メッセージの受信者を変更して、メッセージが別のアドレスに送信されるようするかどうか。
[はい（Yes）]をクリックして、新しい受信者のアドレスを入力します。

◦ファイル分析のために送信されるメッセージを代替の宛先ホストに送信するかどうか。[はい
（Yes）]をクリックして代替 IPアドレスまたはホスト名を入力します。

•（着信メールポリシーの場合のみ）脅威の判定が「悪意がある」に変更された時点でエンドユーザ
に送信されるメッセージに対して実行する修復アクションを設定します。[メールボックス自動修復
の有効化（Enable Mailbox Auto Remediation）]をオンにして、以下のいずれかのアクションを選択し
ます。

◦ [電子メールアドレスに転送（Forward to an email address）]。指定したユーザ（たとえば、電子
メール管理者など）に悪意のある添付ファイルを転送する場合は、このオプションを選択しま

す。
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◦メッセージを削除します。悪意のある添付ファイルをエンドユーザのメールボックスから完全
に削除する場合は、このオプションを選択します。

◦ [指定した電子メールアドレスに転送してメッセージを削除（Forward to an email address and delete
the message）]。指定したユーザ（たとえば、電子メール管理者など）に悪意のある添付ファイ
ルを転送して、悪意のある添付ファイルをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する

場合は、このオプションを選択します。

Office 365サービスでは特定のフォルダからのメッセージの削除をサポートしていな
いため、それらのフォルダ（[削除済みアイテム（Deleted Items）]など）からメッセー
ジを削除することはできません。

（注）

[メールボックス自動修復（Mailbox Auto Remediation）]の設定を確定する前に確認しま
す。 Office 365メールボックスのメッセージの自動修復, （573ページ）

重要

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

分析のために送信した添付ファイルがあるメッセージの隔離

分析のために送信されたファイルをただちにワークキューに解放する代わりに、隔離するように

アプライアンスを設定できます。隔離されたメッセージとそれらの添付ファイルは、隔離からの

解放時に脅威について再スキャンされます。ファイル分析結果がレピュテーションスキャナで使

用できるようになった後にメッセージが解放された場合は、特定された脅威は再スキャン中に捕

捉されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]または [メールポリ
シー（Mail Policies）] > [送信メールポリシー（Outgoing Mail Policies）]を選択します（どちらか該当する
ほう）。

ステップ 2 変更するメールポリシーの [高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）]カラム内のリンクを
クリックします。

ステップ 3 [ファイル分析保留中のメッセージ（Messageswith FileAnalysis Pending）]セクションで、[メッセージに適
用するアクション（Action Applied toMessage）]ドロップダウンから [隔離（Quarantine）]を選択します。
隔離されたメッセージはファイル分析隔離エリアに保存されます。ファイル分析隔離の使用, （481ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 4 （任意）[ファイル分析が保留中のメッセージ（Messages with File Analysis Pending）]セクションで、以下
のオプションを選択します。

•元のメッセージをアーカイブするかどうか。アーカイブされたメッセージは、アプライアンスの
amparchiveディレクトリに保管されます。事前設定された AMPアーカイブ（amparchive）ログサブ
スクリプションが必要です。
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•メッセージの件名を変更して（例：[WARNING: ATTACHMENT(S) MAY CONTAIN MALWARE]）エ
ンドユーザに警告するかどうか。

•管理者が細かく制御できるようにするために、カスタムヘッダーを追加するかどうか。

ステップ4で説明した上記のアクションが適用されるのは、メッセージが隔離エリアからリリー
スされるときだけです。メッセージが隔離エリアに送信されるときには適用されません。

（注）

•元のメッセージのアーカイブ。

•メッセージ件名の変更。

•カスタムヘッダーの追加。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

関連項目

ファイル分析隔離の使用, （481ページ）

ファイル分析隔離の使用

ファイル分析隔離の設定の編集

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [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）]を選択します。

ステップ 2 [ファイル分析（File Analysis）]隔離リンクをクリックします。
ステップ 3 保留期間を指定します。

デフォルトの 1時間から変更することは推奨されません。

ステップ 4 保留期間経過後に AsyncOSが実行する必要があるデフォルトのアクションを指定します。
ステップ 5 隔離ディスク領域が一杯になった場合でも、指定した保存期間の終了前にこの隔離メッセージを処理され

たくない場合、[メッセージに対してデフォルトのアクションを適用して空き容量を増やす（Free up space
by applying default action on messages upon space overflow）]の選択を解除します。

ステップ 6 デフォルトのアクションとして [リリース（Release）]を選択する場合は、保留期間が経過する前にリリー
スされるメッセージに適用する追加のアクションを任意で指定できます。
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情報オプション

追加するテキストを入力し、そのテキストを元のメッセージの件名の前と後

ろのどちらに追加するかを選択します。

たとえば、受信者にマルウェアが添付されている可能性があるメッセージで

あることを警告します。

非 ASCII文字を含む件名を正しく表示するために、件名は RFC
2047に従って表記されている必要があります。

（注）

[件名の変更（Modify
Subject）]

X-Headerには、メッセージで実行されたアクションを記録できます。この
情報は、特定のメッセージが配信された理由についての照会を処理するとき

などに役立ちます。

名前と値を入力します。

例：

Name = Inappropriate-release-early

Value = True

X-Headerの追加（Add
X-Header）

添付ファイルを削除することで、メッセージに添付されたマルウェアから保

護します。

添付ファイルの削除（Strip
Attachments）

ステップ 7 この隔離へのアクセスを付与するユーザを指定します。

情報ユーザ（User）

ローカルユーザのリストには、隔離にアクセスできるロールを持つユーザ

だけが含まれます。

すべての管理者は隔離に完全なアクセス権限を持つため、リストでは管理

者が除外されます。

[ローカルユーザ（Local
Users）]

外部認証を設定しておく必要があります。[外部認証されたユーザ
（Externally Authenticated
Users）]

このオプションは、隔離へのアクセス権限を持つ少なくとも 1つのカスタ
ムユーザロールを作成している場合にのみ表示されます。

[カスタムユーザロール
（Custom User Roles）]

ステップ 8 変更を送信し、保存します。
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ファイル分析隔離領域内のメッセージの手動処理

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [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）]を選択します。

ステップ 2 表のファイル分析隔離の行で、[メッセージ（Messages）]列の青い番号をクリックします。
ステップ 3 要件に応じて、メッセージに以下のアクションを実行します。

•削除（Delete）

•リリース

•隔離からのリリースの遅延

•指定した電子メールアドレスへのメッセージのコピーの送信

中央集中型のファイル分析の隔離

中央集中型ファイル分析の隔離の詳細については、『Cisco Email Security Appliance Guide』の章
「Centralized Policy, Virus and Outbreak Quarantine」を参照してください。

ファイルレピュテーションと分析の X ヘッダー
Xヘッダーを使用して、メッセージ処理ステップのアクションと結果でメッセージをマークでき
ます。メールポリシーでメッセージに Xヘッダーをタグ付けし、次にコンテンツフィルタを使
用して、これらのメッセージの処理オプションと最終アクションを選択します。

値では大文字/小文字が区別されます。

説明有効な値（大文字と小文字を区

別）

ヘッダー名

ファイルレピュテーション

サービスにより処理されたメッ

セージに適用される判定。

正常（Clean）

Malicious

スキャン不可

X-Amp-Result

レピュテーションしきい値に基

づく調整の前の判定。このヘッ

ダーは、元の判定が有効な値の

いずれかである場合にだけ存在

します。

file unknown

verdict unknown

X-Amp-Original-Verdict
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説明有効な値（大文字と小文字を区

別）

ヘッダー名

メッセージに添付されたファイ

ルが分析目的で送信されている

場合、このヘッダーは「true」
です。

true

false

X-Amp-File-Uploaded

ドロップされたメッセージまたは添付ファイルに関する通知のエンド

ユーザへの送信

疑わしい添付ファイルまたはその親メッセージが、ファイルレピュテーションスキャンに基づい

てドロップされる場合に、エンドユーザに対して通知を送信するには、Xヘッダーまたはカスタ
ムヘッダーとコンテンツフィルタを使用します。

高度なマルウェア防御とクラスタ

一元管理を使用する場合、クラスタ、グループ、およびマシンの各レベルで、高度なマルウェア

防御とメールポリシーをイネーブルにできます。

ライセンスキーはマシンレベルで追加する必要があります。

アプライアンスグループをクラスタレベルで設定しないでください。

高度なマルウェア防御の問題に関連するアラートの受信の確認

高度なマルウェア防御に関連するアラートを送信するようにアプライアンスが設定されているこ

とを確認します。

以下の場合にアラートを受信します。

重大度（Severity）タイプ（Type）アラートの説明

警告マルウェア対策

（Anti-Malware）
オンプレミス（プライベートクラウド）のCisco
AMPThreatGridへの接続をセットアップし、以
下に説明されているようにアカウントをアク

ティブ化する必要があります。ファイルレピュ

テーションと分析サービスの有効化と設定, （
471ページ）

（すべての機能に対する標準）機能キーが期限切れになりました
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重大度（Severity）タイプ（Type）アラートの説明

警告
ウイルス対策および

AMP（Anti-Virus and
AMP）

ファイルレピュテーションまたはファイル分析

サービスに到達できません。

情報（Info）
ウイルス対策および

AMP（Anti-Virus and
AMP）

クラウドサービスとの通信が確立されました。

情報（Info）ウイルス対策および
AMP

レピュテーションおよび分析エンジンがウォッ

チドッグサービスにより再起動される

情報（Info）
ウイルス対策および

AMP（Anti-Virus and
AMP）

ファイルレピュテーションの判定が変更されま

した。

情報（Info）
ウイルス対策および

AMP（Anti-Virus and
AMP）

分析用に送信できるファイルタイプが変更され

た。新しいファイルタイプのアップロードをイ

ネーブルにできます。

警告
ウイルス対策および

AMP（Anti-Virus and
AMP）

一部のファイルタイプの分析を一時的に利用で

きません。

情報（Info）
ウイルス対策および

AMP（Anti-Virus and
AMP）

サポートされているすべてのファイルタイプの

分析が一時停止後に復旧されます。

高度なマルウェア防御機能の集約管理レポートの設定

セキュリティ管理アプライアンスでレポートを集約管理する場合は、管理アプライアンスに関す

るオンラインヘルプまたはユーザガイドの電子メールレポーティングの章の高度なマルウェア

防御に関するセクションで、重要な設定要件を確認してください。
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ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポー

トとトラッキング

SHA-256 ハッシュによるファイルの識別
ファイル名は簡単に変更できるため、アプライアンスはセキュアハッシュアルゴリズム（SHA-256）
を使用して、各ファイルの IDを生成します。アプライアンスが名前の異なる同じファイルを処理
する場合、すべてのインスタンスが同じ SHA-256として認識されます。複数のアプライアンスが
同じファイルを処理する場合、ファイルのすべてのインスタンスには同じ SHA-256 IDがありま
す。

ほとんどのレポートでは、ファイルはその SHA-256値でリストされます（短縮形式）。

ファイルレピュテーションとファイル分析レポートのページ

説明レポート

ファイルレピュテーションサービスによって特定されたファイルベースの脅

威を示します。

判定が変更されたファイルについては、[AMP判定のアップデート（AMPVerdict
Updates）]レポートを参照してください。これらの判定は、[高度なマルウェ
ア防御（Advanced Malware Protection）]レポートに反映されません。

圧縮/アーカイブファイルから抽出したファイルの1つが悪意のある
ファイルである場合は、圧縮/アーカイブファイルの SHA値だけが
[高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）]レポートに
含まれます。

（注）

[高度なマルウェ
ア防御

（Advanced
Malware
Protection）]
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説明レポート

分析用に送信された各ファイルの時間と判定（または中間判定）を表示しま

す。

Cisco AMPThreat Gridアプライアンスでホワイトリスティングされたファイル
は、「正常（clean）」として表示されます。ホワイトリストについては、AMP
Threat Gridのオンラインヘルプを参照してください。

1000を超えるファイル分析結果を表示するには、データを .csvファイルとし
てエクスポートします。

ドリルダウンすると、各ファイルの脅威の特性およびスコアを含む詳細な分

析結果が表示されます。

また、分析を実行したAMP Threat Gridアプライアンスまたはクラウドサーバ
で SHAに関する追加の詳細を直接表示するには、SHAを検索するか、または
ファイル分析の詳細ページ下部にある Cisco AMP Threat Gridリンクをクリッ
クします。

圧縮/アーカイブファイルから抽出したファイルが分析用に送信され
る場合は、それらの抽出ファイルの SHA値だけが [ファイル分析
（File Analysis）]レポートに含まれます。

（注）

[高度なマルウェ
ア防御

（Advanced
Malware
Protection）]に
おけるファイル

分析

このアプライアンスにより処理されており、かつ以降に判定が変更されたファ

イルの一覧を示します。この状況の詳細については、ファイル脅威判定のアッ

プデート, （464ページ）を参照してください。

1000を超える判定アップデートを表示するには、データを .csvファイルとし
てエクスポートします。

1つのSHA-256に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新
の判定のみがこのレポートに表示されます。

SHA-256リンクをクリックすると、

（レポートで選択されている時間範囲に関係なく）設定可能な最大時間範囲内

において特定の SHA-256を含む影響を受けるすべてのメッセージを表示する
には、SHA-256リンクをクリックします。

[高度なマルウェ
ア防御

（Advanced
Malware
Protection）]の
判定の更新

その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタデータの

表示

該当する場合は、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のデータを他のレポートでも使

用できます。デフォルトでは、[]列はアプライアンスレポートに表示されません。追加カラムを
表示するには、テーブルの下の [列（Columns）]リンクをクリックします。
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メッセージトラッキング機能と高度なマルウェア防御機能について

メッセージトラッキングでファイル脅威情報を検索するときには、以下の点に注意してくださ

い。

•ファイルレピュテーションサービスにより検出された悪意のあるファイルを検索するには、
Webメッセージトラッキングの [詳細設定（Advanced）]セクションの [メッセージイベント
（Message Event）]オプションで [高度なマルウェア防御反応ポジティブ（Advanced Malware
Protection Positive）]を選択します。

•メッセージトラッキングには、ファイルレピュテーション処理に関する情報と、トランザ
クションメッセージの処理時点で戻された元のファイルレピュテーション判定だけが含まれ

ます。たとえば最初にファイルが正常であると判断され、その後、判定のアップデートでそ

のファイルが悪質であると判断された場合、正常の判定のみがトラッキング結果に表示され

ます。

メッセージトラッキングの詳細の [処理詳細（Action Details）]セクションには、以下の情報
が表示されます。

◦メッセージの各添付ファイルの SHA-256

◦メッセージ全体に対する高度なマルウェア防御の最終判定

◦マルウェアが検出された添付ファイル

•判定のアップデートは [AMP判定のアップデート（AMPVerdict Updates）]レポートでのみ使
用できます。メッセージトラッキングの元のメッセージの詳細は、判定の変更によって更

新されません。特定の添付ファイルが含まれているメッセージを確認するには、判定アップ

デートレポートで SHA-256リンクをクリックします。

•分析結果や分析用にファイルが送信済みかどうかといった、ファイル分析に関する情報は
[ファイル分析（File Analysis）]レポートにのみ表示されます。

分析済みファイルのその他の情報は、クラウドまたはオンプレミスのファイル分析サーバー

から入手できます。ファイルについて使用可能なすべてのファイル分析情報を確認するに

は、[レポート（Reporting）][モニタリング（Monitor）] > [ファイル分析（File Analysis）]を
選択し、ファイルで検索するSHA-256を入力します。ファイル分析サービスによってソース
のファイルが分析されると、その詳細を表示できます。分析されたファイルの結果だけが表

示されます。

分析目的で送信されたファイルの後続インスタンスがアプライアンスにより処理される場

合、これらのインスタンスは、メッセージトラッキング検索結果に表示されます。
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ファイルの脅威判定の変更時のアクションの実行

ステップ 1 [AMP判定のアップデート（AMP Verdict updates）]レポートを表示します。
ステップ 2 該当する SHA-256リンクをクリックします。ファイルを含むメッセージのトラッキングデータが表示さ

れます。

ステップ 3 トラッキングデータを使用して、侵害された可能性があるユーザと、違反に関連するファイルの名前やな

どの情報を特定します。

ステップ 4 ファイルの脅威の動作を詳細に把握するために、[ファイル分析（FileAnalysis）]レポートを検証して、こ
の SHA-256が分析用に送信されたかどうかを確認します。

ファイルレピュテーションと分析のトラブルシューティ

ング

ログファイル（Log Files）
ログの説明：

• AMPと ampは、ファイルレピュテーションサービスまたはエンジンを示しています。

• Retrospectiveは判定のアップデートを示しています。

• VRTと sandboxingはファイル分析サービスを示しています。

ファイル分析を含む高度なマルウェア防御に関する情報は、AMPエンジンのログに記録されま
す。。

ファイルレピュテーションフィルタリングおよび分析のイベントは、AMPエンジンログとメー
ルログに記録されます。

ログメッセージ「ファイルレピュテーションクエリーに対する受信応答（Response received for
file reputation query）」の「アップロードアクション（upload action）」の値は以下のようになり
ます。

• 0：レピュテーションサービスがファイルを認識しています。分析目的で送信しないでくだ
さい。

• 1：送信します

• 2：レピュテーションサービスがファイルを認識しています。分析目的で送信しないでくだ
さい。
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メールログの「処理（Disposition）」の値は、以下のようになります。

• 1：マルウェアが検出されない、または正常の可能性（正常として処理）

• 2：正常

• 3：マルウェア

「Spyname」は脅威の名前です。

トレースの使用

ファイルレピュテーションフィルタおよび分析機能ではトレースは使用できません。代わりに、

組織外のアカウントからテストメッセージを送信します。

ファイルレピュテーションサーバまたはファイル分析サーバへの接

続失敗に関する各種アラート

問題

ファイルレピュテーションサービスまたは分析サービスへの接続の失敗に関するアラートをいく

つか受信した。（単一のアラートは一時的な問題のみを示していることがあります）。

ソリューション

•ファイルレピュテーションと分析サービスとの通信の要件,（468ページ）に記載されている
要件を満たしていることを確認します。

•アプライアンスとクラウドサービスとの通信を妨げている可能性があるネットワークの問題
を確認します。

• [クエリータイムアウト（Query Timeout）]の値を大きくします。

[セキュリティサービス（SecurityServices）] [ファイルレピュテーションと分析（FileReputation
and Analysis）]を選択します。[詳細設定（Advanced settings）]エリアの [クエリタイムアウ
ト（Query Timeout）]の値。

API キーのエラー（オンプレミスのファイル分析）
問題

ファイル分析レポートの詳細を表示しようとした場合や、分析用ファイルをアップロードするの

に Eメールセキュリティアプライアンスを AMP Threat Gridサーバに接続できない場合は、API
キーのアラートを受信します。

ソリューション
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このエラーは、AMP Threat Gridサーバのホスト名を変更し、AMP Threat Gridサーバの自己署名
証明書を使用する場合に発生します。また、他の状況でも発生する可能性があります。この問題

を解決するには、次の手順を実行します。

•新しいホスト名がある AMP Threat Gridアプライアンスから新しい証明書を生成します。

• Eメールセキュリティアプライアンスに新しい証明書をアップロードします。

• AMPThreatGridアプライアンスのAPIキーをリセットします。手順については、AMPThreat
Gridアプライアンスのオンラインヘルプを参照してください。

ファイルが予想どおりにアップロードされない

問題

ファイルが予想どおりに評価または分析されていません。アラートまたは明らかなエラーはあり

ません。

ソリューション

以下の点に注意してください。

•ファイルが他のアプライアンスによる分析用に送信されているために、すでにファイル分析
サーバ、またはそのファイルを処理するアプライアンスのキャッシュに存在している可能性

があります。

分析のために送信できるファイルタイプに関するアラート

問題

ファイル分析のために送信できるファイルタイプに関する重大度情報のアラートを受け取れま

す。

ソリューション

このアラートは、サポートされているファイルタイプが変更された場合、またはアプライアンス

がサポート対象のファイルタイプを確認する場合に送信されます。これは、以下の場合に発生す

る可能性があります。

•自分または別の管理者が分析に選択したファイルタイプを変更した。

•サポート対象のファイルタイプがクラウドサービスでの可用性に基づいて一時的に変更さ
れた。この場合、アプライアンスで選択されたファイルタイプのサポートは可能な限り迅速

に復旧されます。どちらのプロセスも動的であり、ユーザによるアクションは必要ありませ

ん。

•アプライアンスがたとえば AsyncOSのアップグレードの一環として再起動している。
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第 18 章

データ損失の防止

この章は、次の項で構成されています。

• データ消失防止の概要, 493 ページ

• データ消失防止のシステム要件, 495 ページ

• データ漏洩防止の設定方法, 495 ページ

• データ消失防止の有効化（DLP）, 496 ページ

• データ損失防止のポリシー, 497 ページ

• [メッセージアクション（Message Actions）], 515 ページ

• メッセージトラッキングでの機密性の高い DLPデータの表示, 522 ページ

• DLPエンジンおよびコンテンツ照合分類子の更新について, 522 ページ

• DLPインシデントのメッセージとデータの使用, 524 ページ

• トラブルシューティングデータ消失防止, 525 ページ

データ消失防止の概要
データ消失防止（DLP）機能により、ユーザが悪意を持ってまたは過失によって機密データを電
子メールで送付しないように防止することで、組織の情報と知的財産を保護し、規制と組織のコ

ンプライアンスを実施します。法または会社のポリシーに違反するデータがないか送信メッセー

ジをスキャンするのに使われる DLPポリシーを作成して、従業員が電子メールで送付できない
データの種類を定義します。
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DLP スキャンプロセスの概要

詳細情報操作

Eメールセキュリティアプライアンス
は、ネットワークに出入りするメッセー

ジを処理する「ゲートウェイ」アプライ

アンスです。

ネットワーク内の他のユーザに送信され

るメッセージはスキャンされません。

組織のユーザは組織外部の受信者に電子メー

ルでメッセージを送信します。

1.

DLPスキャン前プロセスは、たとえば
メッセージにスパムやマルウェアが含ま

れていないことを確認します。

DLP処理がワークキューのどこで発生す
るかを確認するには、電子メールパイ

プラインのフロー, （68ページ）のワー
クキューフロー図を参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスは
DLPスキャン段階に到達する前に電子メー
ルの「ワークキュー」の段階でメッセージ

を処理します。

2.

データ消失防止の動作,（494ページ）を
参照してください。

アプライアンスは、DLPポリシーで特定し
た重要なコンテンツのメッセージ本文、ヘッ

ダー、添付ファイルをスキャンします。

3.

実行されるアクションを定義します。

[メッセージアクション（Message
Actions）], （515ページ）を参照してく
ださい。

重要なコンテンツが見つかった場合、アプ

ライアンスはメッセージを隔離するか、廃

棄または制限をかけて提供するなどのデー

タを保護するための処理を行います。

それ以外は、メッセージはアプライアンス

のワークキューを通じて継続され、問題が

ない場合は、Eメールセキュリティアプラ
イアンスで受信者に配信されます。

4.

データ消失防止の動作

組織内の誰かが組織外部の受信者にメッセージを送信する場合、アプライアンスは、定義したルー

ルに基づいてどの発信メールポリシーをメッセージの送信者または受信者に適用するかを決定し

ます。アプライアンスは、その発信メールポシリーに指定された DLPポリシーを使用してメッ
セージの内容を評価します。

具体的には、アプライアンスは、単語、語句、社会保障番号などの定義済みのパターン、または

適用されるDLPポリシーで機密内容として特定される正規表現と一致するテキストがないかメッ
セージ内容（ヘッダーと添付ファイルを含む）をスキャンします。
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また、アプライアンスは、誤検出の一致を最小限に抑えるため拒否されたコンテキストを評価し

ます。たとえば、クレジットカード番号のパターンに一致する番号は、有効期限、クレジット

カード会社名（VISA、AMEXなど）、または個人の名前や住所が伴っている場合のみ違反になり
ます。

メッセージ内容が複数のDLPポリシーに一致したら、指定された順序に基づいてリストの最初に
一致したDLPポリシーが適用されます。内容が違反であるかどうかを判断するために同じ基準を
使用する複数のDLPポリシーが発信メールポリシーにある場合でも、すべてのポリシーは、1つ
の内容スキャンの結果を使用します。

機密である可能性のある内容がメッセージに表示されると、アプライアンスは 0～ 100間のリス
ク要因スコアを潜在的違反に割り当てます。このスコアは、メッセージにDLP違反が含まれる確
率を示します。

アプライアンスは、そのリスク要因スコアに定義した重大度レベル（クリティカルまたは低いな

ど）を割り当て、適切なDLPポリシーでその重大度に指定したメッセージアクションを実行しま
す。

データ消失防止のシステム要件
データ損失の防止は、D-Modeライセンスを使用するアプライアンスを除き、サポートされるすべ
ての Cシリーズおよび X-Seriesアプライアンスでサポートされています。

データ漏洩防止の設定方法
次の手順を順番に実行します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

データ消失防止の有効化（DLP）, （496ページ）DLP機能を有効にします。ステップ 1   

[メッセージアクション（MessageActions）], （515
ページ）

違反が見つかったか疑いがあるメッセージに対し

て実行できるアクションを定義します。たとえば、

そのようなメッセージを隔離できます。

ステップ 2   

方法を選択します。DLPポリシーの作成について次を行います。ステップ 3   

•組織から電子メールで送信しないコンテンツ
を識別します。

•ウィザードを使用したDLP防止の設定,（498
ページ）

•• 事前定義されたテンプレートを使用したDLP
ポリシーの作成, （499ページ）

各違反について実行するアクションを指定し

ます。

•カスタムDLPポリシーの作成（詳細）,（500
ページ）
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目的コマンドまたはアクション

違反との一致に対する Email DLPポリシーの順序
の調整, （513ページ）

コンテンツが 1つ以上の DLPポリシーに一致する
可能性がある場合に、DLP違反のメッセージの評
価に使用する DLPポリシーを指定する場合は、
DLPポリシーの順序を設定します。

ステップ 4   

参照先：メールポリシー, （285ページ）DLP違反をスキャンするメッセージの送信者と受
信者グループごとに発信メールポリシーを作成し

たことを確認します。

ステップ 5   

さらに個々のDLPポリシーの許可および制限され
たメッセージ送信者と受信者を改善するには、DLP
ポリシーのメッセージのフィルタリング,（511ペー
ジ）を参照してください。

発信メールポリシーとの DLPポリシーの関連付
け, （514ページ）

DLPポリシーを発信メールポリシーに割り付ける
ことによって、どのDLPポリシーをどの送信者と
受信者に適用するかを指定します。

ステップ 6   

ストレージの設定を構成し、機密DLP情報にアク
セスします。

ステップ 7   •メッセージトラッキングでの機密性の高い
DLPデータの表示, （522ページ）

•メッセージトラッキングでの機密情報へのア
クセスの制御, （945ページ）

データ消失防止の有効化（DLP）

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [データ損失の防止（Data Loss Prevention）]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 3 ライセンス契約書ページの下部にスクロールし、[承認（Accept）]をクリックしてライセンス契約に合意

します。

ライセンス契約に合意しない場合、DLPはアプライアンス上で有効になりませ
ん。

（注）

ステップ 4 [データ漏洩防止グローバル設定（Data Loss Prevention Global Settings）]の下の [データ漏洩防止を有効に
する（Enable Data Loss Prevention）]を選択します。

ステップ 5 （推奨）現段階では、このページの他のオプションの選択を解除します。

これらの設定は、後でこの章で説明する手順に従って変更できます。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。
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次の作業

データ漏洩防止の設定方法, （495ページ）を参照してください。

データ損失防止のポリシー

DLP ポリシーの説明
DLPポリシーは次が含まれます。

•発信メッセージが機密データが含んでいるかどうかを判断する一連の条件

•メッセージがそのようなデータを含んでいる場合に実行するアクション。

メッセージコンテンツの評価方法を以下から指定します。

•拒否された特定のコンテンツまたは情報のパターン。ポリシーによっては、識別番号を検索
する正規表現の作成が必須の場合があります。コンテンツ照合分類子を使用した拒否された

コンテンツの定義について, （502ページ）を参照してください。

•メッセージフィルタリング用の特定の送信者および受信者のリスト。DLPポリシーのメッ
セージのフィルタリング, （511ページ）を参照してください。

•メッセージフィルタリング用の添付ファイルのタイプ一覧。DLPポリシーのメッセージの
フィルタリング, （511ページ）を参照してください。

•発生するさまざまなアクションを許可する設定は違反の重大度に基づいています。違反の重
大度の評価について, （512ページ）を参照してください。

発信メールポリシーのDLPポリシーをイネーブルにする場合に、各ポリシーを適用するメッセー
ジ送信者と受信者を決定します。

定義済み DLP ポリシーテンプレート
DLPポリシーの作成を簡素化するために、アプライアンスには、定義済みのポリシーテンプレー
トの大規模なコレクションが含まれます。

テンプレートのカテゴリには次が含まれます。

• [規制コンプライアンス（Regulatory Compliance）]。これらのテンプレートは、個人識別情
報、クレジット情報、その他の保護または非公開情報を含む添付ファイル、メッセージを識

別します。

• [許可された使用（Acceptable Use）]。これらのテンプレートは、組織の機密情報が含まれる
制限された受信者または競合他社に送信されたメッセージを指定します。

• [プライバシー保護（Privacy Protection）]。金融口座、税金記録、国民 IDの識別番号を含む
メッセージおよび添付ファイルを識別します。
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• [知的財産保護（Intellectual Property Protection）]。これらのテンプレートは、よく使われるパ
ブリッシングおよびデザインドキュメントファイルタイプで、組織が保護する知的財産を

含む可能性があるものを識別します。

• [企業機密情報（Company Confidential）]。これらのテンプレートは、会社の財務情報や近い
将来の合併および買収に関する情報を含むドキュメントとメッセージを識別します。

• [カスタムポリシー（Custom Policy）]。この「テンプレート」を使用すると、定義済みのコ
ンテンツ照合分類子または組織が指定した違反識別基準を使用して、独自のポリシーを最初

から作成できます。このオプションは高度であり、事前定義されたポリシーテンプレートで

はユーザのネットワーク環境の独自の要件を満たせない、まれな場合にのみ使用されること

を想定しています。

これらのテンプレートの中にはカスタマイズが必要になものもあります。

ウィザードを使用した DLP 防止の設定
DLP評価ウィザードでは一般的な DLPポリシーを設定し、アプライアンスのデフォルトの発信
メールポリシーでイネーブルにします。

DLP AssessmentWizardを使って追加されたDLPポリシーでは、検出されたDLP違反の重大度
にかかわらず、メッセージはすべて配信されます。ウィザードを使用して作成されたポリシー

を編集する必要があります。

（注）

はじめる前に

•アプライアンスから既存の DLPポリシーを削除します。DLPポリシーがアプライアンスに
存在しない場合は、DLP Assessment Wizardのみ使用することができます。

•クレジットカード番号、米国社会保障番号、および米国運転免許証番号以外の生徒識別番号
またはアカウント番号を含むメッセージを検出する必要がある場合、それらの番号を特定す

る正規表現を作成します。詳細については、識別番号を識別する正規表現,（506ページ）を
参照してください。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [データ漏洩防止（Data Loss Prevention）]を選択します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [有効（Enable）]を選択し、[DLP評価ウィザードを使用して DLPを設定します。（DLP using the DLP

Assessment Wizard）]チェックボックスをオンにします。
ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 5 ウィザードを完了します。

次の点を考慮してください。

•カリフォルニアでビジネスを営み、カリフォルニア州民のコンピュータ化した個人情報（PII）デー
タを保有またはライセンスしている企業は、物理的な所在地にかかわらず、米国の規則（カリフォル

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
498

データ損失の防止

ウィザードを使用した DLP 防止の設定



ニアSB-1386）に準拠することが必須となっています。この法律は、ウィザードのポリシーの選択肢
の 1つです。

•自動生成されたスケジュール済み DLPインシデントサマリーレポートを受信する電子メールアド
レスを入力しない場合、レポートは生成されません。

•設定を確認し、変更を加える手順まで戻った場合は、再度このレビューページに至るまで、残りの
手順を進める必要があります。以前に入力した設定は、すべて残っています。

•ウィザードを完了すると、デフォルトの送信メールポリシーで DLPポリシーがイネーブルな [送信
メールポリシー（OutgoingMail Policies）]ページが表示されます。DLPポリシー設定の要約が、ペー
ジの上部に表示されます。

ステップ 6 変更を保存します。

次の作業

•（任意）これらのDLPポリシーを編集し、追加ポリシーを作成し、メッセージの全体的な処
理を変更するか、または重大度レベルの設定を変更するには、[メールポリシー（Mail
Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP PolicyManager）]を選択します。詳細について
は、事前定義されたテンプレートを使用した DLPポリシーの作成, （499ページ）、カスタ
ムDLPポリシーの作成（詳細）, （500ページ）、および重大度スケールの調整, （513ペー
ジ）を参照してください。

•（任意）他の発信メールポリシーのある既存の DLPポリシーをイネーブルにするには、発
信メールポリシーを使用した送信者および受信者への DLPポリシーの割り当て, （514ペー
ジ）を参照してください。

事前定義されたテンプレートを使用した DLP ポリシーの作成

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP Policy Manager）]を選択します。
ステップ 2 [DLPポリシーの追加（Add DLP Policy）]をクリックします。
ステップ 3 カテゴリ名をクリックし、使用可能な DLPポリシーテンプレートの一覧を表示します。

各テンプレートの説明を表示するには、[ポリシーの説明を表示（Display Policy Descriptions）]
をクリックします。

（注）

ステップ 4 使用する DLPポリシーテンプレートの [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 5 （任意）テンプレートの定義済みの名前と説明を変更します。

ステップ 6 ポリシーで、1つ以上のコンテンツ照合分類子のカスタマイズが要求または推奨される場合は、組織の識
別番号付けシステムのパターンを定義するための正規表現と、使用される識別番号に関連する、または通

常は関連付けられている単語や語句のリストを入力します。

詳細については、次を参照してください。
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コンテンツ照合分類子を使用した拒否されたコンテンツの定義について,（502ページ）および識別番号を
識別する正規表現, （506ページ）。

定義済みのテンプレートに基づいたポリシーのコンテンツの分類子は追加または削除できませ

ん。

（注）

ステップ 7 （任意）特定の受信者、送信者、添付ファイルの種類、または以前に追加されたメッセージタグを持つ

メッセージにのみ DLPポリシーを適用します。
詳細については、DLPポリシーのメッセージのフィルタリング, （511ページ）を参照してください。

改行やカンマで、複数のエントリを分離できます。

ステップ 8 [重大度設定（Severity Settings）]の項で、以下を行います。

•違反の重大度レベルごとに実行するアクションを選択します。詳細については、違反の重大度の評価
について, （512ページ）を参照してください。

•（任意）ポリシーに対して違反の重大度基準を調整する場合は、[スケールの編集（EditScale）]をク
リックします。詳細については、重大度スケールの調整, （513ページ）を参照してください。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

カスタム DLP ポリシーの作成（詳細）

カスタムポリシーの作成は非常に複雑です。定義済み DLPポリシーテンプレートが組織の
ニーズを満たさない場合のみ、カスタムポリシーを作成します。

（注）

CustomPolicyテンプレートを使用して、カスタムDLPポリシーを最初から作成し、定義されたコ
ンテンツ照合分類子またはカスタム分類子をポリシーに追加できます。

ポリシーの定義によって、コンテンツが 1つの分類子またはすべての分類子に一致した場合に、
カスタムポリシーは DLP違反を返すことができます。

はじめる前に
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推奨：コンテンツ違反を識別する基準を定義します。カスタムDLPポリシーに対するコンテンツ
照合分類子の作成,（504ページ）を参照してください。次の手順の中で、これらの基準を定義す
ることもできます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP Policy Manager）]を選択します。
ステップ 2 [DLPポリシーの追加（Add DLP Policy）]をクリックします。
ステップ 3 [カスタムポリシー（Custom Policy）]をクリックします。
ステップ 4 Custom Policyテンプレートの [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 5 ポリシーの名前と説明を入力します。

ステップ 6 DLP違反を構成するコンテンツとコンテキストを特定します。
a) コンテンツ照合分類子を選択します。
b) [追加（Add）]をクリックします。

• [分類子を作成（Create a Classifier）]を選択した場合、カスタム DLPポリシーに対するコンテン
ツ照合分類子の作成, （504ページ）を参照してください。

•それ以外の場合は、選択された分類子がテーブルに追加されます。

c) （任意）ポリシーに追加分類子を追加します。
たとえば、別の分類子を追加し、[NOT]を選択して、既知の誤検出である可能性の高い一致を削除で
きます。

d) 複数の分類子を追加した場合、テーブル見出しのオプションを選択し、インスタンスを違反としてカ
ウントするために分類子の一部またはすべてを一致させるかどうかを指定します。

ステップ 7 （任意）特定の受信者、送信者、添付ファイルの種類、または以前に追加されたメッセージタグを持つ

メッセージにのみ DLPポリシーを適用します。
詳細については、DLPポリシーのメッセージのフィルタリング, （511ページ）を参照してください。

改行やカンマで、複数のエントリを分離できます。

ステップ 8 [重大度設定（Severity Settings）]の項で、以下を行います。

•違反の重大度レベルごとに実行するアクションを選択します。詳細については、違反の重大度の評価
について, （512ページ）を参照してください。

•（任意）ポリシーに対して違反の重大度基準を調整する場合は、[スケールの編集（EditScale）]をク
リックします。詳細については、次を参照してください。重大度スケールの調整, （513ページ）

ステップ 9 変更を送信し、保存します。
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コンテンツ照合分類子を使用した拒否されたコンテンツの定義につい

て

コンテンツ一致分類子は、電子メールで送信できないコンテンツと、任意選択でそのコンテンツ

がデータ消失防止違反と見なされるために発生する必要があるコンテキストを定義します。

患者識別番号が組織から電子メールで送信されることを回避する必要があるとします。

これらの番号をアプライアンスに認識させるために、1つ以上の正規表現を使用して組織の記録
番号付けシステムのパターンを指定する必要があります。補足情報として記録番号を伴うかもし

れない単語およびフレーズのリストを追加できます。分類子が発信メッセージ内に番号パターン

を検出すると、補足情報を検索し、そのパターンが識別番号か、また、ランダムな番号の文字列

でないかを確認します。コンテキストと一致する情報を含むことにより、誤検出の一致が減少し

ます。

この例では、HIPAAおよび HITECHテンプレートを使用する DLPポリシーを作成します。この
テンプレートには、患者識別番号コンテンツ照合分類子という患者識別番号を検出するようにカ

スタマイズ可能な分類子が含まれます。パターン123-CL456789の番号を検出するには、分類子の
正規表現 [0-9]{3}\-[A-Z]{2}[0-9]{6}を入力します。関連フレーズとして「Patient ID」と入力しま
す。ポリシーの作成を完了し、発信メールポリシーでイネーブルにします。変更を送信し、保存

します。フレーズ「患者 ID」が番号パターンの近くに設定された発信メッセージからポリシーが
番号パターンを検出した場合、DLPポリシーは DLP違反を返します。

DLP ポリシーでのコンテンツ照合分類子の使用方法について

定義済み DLPポリシーテンプレートの多くは、RSAのコンテンツ照合分類子が含まれます。こ
れらの分類子の一部は、組織のデータに使用されるパターンを識別するためにカスタマイズする

必要があります。

カスタムDLPポリシーを作成すると、事前定義された分類子を選択するか、独自の分類子を作成
できます。

コンテンツ照合分類子の例

次の例は、分類子がメッセージの内容を照合する方法を示します。

クレジットカード番号

DLPポリシーテンプレートのいくつかは、クレジットカード番号分類子を含みます。クレジット
カード番号はそれ自体、数と句読点のパターン、発行者固有のプレフィックス、最後のチェック

デジットなどさまざまな制約があります。この分類子で一致するには、有効期限やカード発行者

の名前など、追加の補足情報が必要です。これで false positiveの数が減ります。

例：

• 378734493671000（補足情報がないため一致せず）

• 378734493671000 VISA（一致）
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• 378734493671000 exp: 12/2019（一致）

米国社会保障番号

米国社会保障番号分類子では、正しい形式の番号と誕生日や名前および「SSN」という文字列な
どの補足データが必要です。

例：

• 321-02-3456（補足情報がないため一致せず）

• SN: 281234123458（一致）

米国銀行協会銀行支店コード

ABA送金番号分類子は、クレジットカード番号分類子とほぼ同じです。

例：

• 119999992（補足情報がないため一致せず）

• ABA No.800000080（一致）

運転免許証番号（米国）

米国運転免許証分類子を使用するポリシーは多数あります。デフォルトでは、この分類子は、米

国で発行された運転免許証を検索します。カリフォルニア州のAB-1298およびモンタナ州のHB-732
など米国の州固有のポリシーでは、それぞれの州の米国運転免許のみを検索します。

各州の分類子はその州のパターンと照合し、対応する州の名前または略称および追加の補足デー

タを定めています。

例：

• CA DL: C3452362（番号と補足データのパターンが正しいため一致）

• California DL: C3452362（一致）

• DL: C3452362（補足データ不足のため一致せず）

• California C3452362（補足データ不足のため一致せず）

• OR DL: C3452362（一致）

• OR DL: 3452362（オレゴン州の正しいパターンのため一致）

• WV DL: D654321（ウェストバージニア州の正しいパターンのため一致）

• WV DL: G6543（一致）
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国内のプロバイダー ID（米国）

米国の国内のプロバイダー IDの分類子は、チェックデジットを含む 10桁の数字である国家プロ
バイダー認証（NPI）をスキャンします。

例：

• NPI No. 1245319599（NPIがあるため一致）

• NPI No. 1235678996（NPIがあるため一致）

• 3459872347（補足情報がないため一致せず）

• NPI: 3459872342（誤ったチェックデジットのため一致せず）

学歴（英語）

事前定義された Family Educational Rights and Privacy Act（FERPA;家族教育権とプライバシー法）
DLPポリシーテンプレートは、生徒記録分類子を使用します。より正確に検出するため、この分
類子とカスタマイズされた生徒識別番号分類子を組み合わせて、特定の生徒 IDパターンを検出し
ます。

例：

• Fall Semester Course Numbers: CHEM101, ECON102, MATH103（一致）

財務諸表（英語）

事前定義されたSarbanes-Oxley（SOX）ポリシーテンプレートは、企業財務情報分類子を使用し、
非公開の企業の財務情報を検索します。

例：

Gross Profits, Current Assets, and Cash Flow Statement for the Quarter ended June 30, 2016.

（一致）

カスタム DLP ポリシーに対するコンテンツ照合分類子の作成
作成したカスタム分類子は、カスタムDLPポリシーの作成時に使用できる分類子のリストに追加
されます。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

参照先：潜在的なDLP違反を特定するためにコンテンツ照合
分類子がどのように使用されているかを理解しま

す。

ステップ 1   

•コンテンツ照合分類子を使用した拒否され
たコンテンツの定義について, （502ペー
ジ）
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目的コマンドまたはアクション

•コンテンツ照合分類子の例,（502ページ）

—[メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシー
のカスタマイズ（DLP Policy Customizations）]を選

ステップ 2   

択し、[カスタム分類子の追加（Add Custom
Classifier）]をクリックします。分類子の名前と説明
を入力します。

参照先：疑わしい違反のリスク要因の判別子,
（510ページ）

近接性および最小合計スコアを入力します。ステップ 3   

参照先：次の検出規則タイプから 1つを選択し、関連するコ
ンテンツの一致基準を定義します。

ステップ 4   

•機密情報を特定する分類子検出ルール（カ
スタムDLPポリシーのみ）,（505ページ）•単語またはフレーズ

•• 機密 DLP用語（カスタム DLPポリシーの
み）のカスタムディクショナリの使用, （
508ページ）

ディクショナリのテキスト

•正規表現、または

•既存のデータ消失防止エンティティ •識別番号を識別する正規表現, （506ペー
ジ）

重み付けや最大スコアの詳細については、疑わ

しい違反のリスク要因の判別子,（510ページ）
を参照してください。

（任意）[ルールの追加（Add Rule）]をクリックし
て、追加ルールを追加します。

ステップ 5   

この設定は、[ルール（Rules）]セクションの上
部にあります。

複数のルールを含める場合は、ルールのすべて一致

といずれか一致を指定します。

ステップ 6   

—変更を送信し、保存します。ステップ 7   

次の作業

カスタム DLPポリシーでカスタムコンテンツ分類子を使用します。カスタム DLPポリシーの作
成（詳細）, （500ページ）を参照してください。

機密情報を特定する分類子検出ルール（カスタム DLP ポリシーのみ）
コンテンツ照合分類子では、メッセージやドキュメント内のDLP違反を検出するルールが必要と
なります。分類子では、次の検出ルールの 1つ以上のルールを使用できます。

•単語またはフレーズ（Words or Phrases）。分類子が探す単語およびフレーズの一覧。複数の
エントリは、カンマまたは改行で区切ります。
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•正規表現（Regular Expression）。メッセージや添付ファイルの検索パターンを定義する正規
表現。false positiveを防止するため、照合から除外するパターンも定義できます。詳細につ
いては、「識別番号を識別する正規表現,（506ページ）」と「識別番号を識別する正規表現
の例, （507ページ）」を参照してください。

•ディクショナリ.単語とフレーズに関連するディクショナリ。アプライアンスには定義済み
ディクショナリがあります。または独自に作成できます。機密 DLP用語（カスタム DLPポ
リシーのみ）のカスタムディクショナリの使用, （508ページ）を参照してください。

•エンティティ（Entity）.定義済みのパターンは、クレジットカード番号、アドレス、社会保
障番号、または ABA送金番号などの機密データの一般的なタイプを識別します。エンティ
ティの説明については、[メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP
Policy Manager）]に移動し、[DLPポリシーの追加（Add DLP Policy）]をクリックし、[プラ
イバシー保護（Privacy Protection）]をクリックして、[ポリシーの説明を表示（Display Policy
Descriptions）]をクリックします。

識別番号を識別する正規表現

ポリシーテンプレートによっては、1つ以上のコンテンツ照合分類子をカスタマイズする必要で
あり、カスタマイズには、カスタムアカウント番号、患者識別番号または生徒識別番号などの極

秘情報に結び付く可能性がある識別番号を検索するための正規表現の作成があります。Perl互換
正規表現（PCRE2）構文を使用して、コンテンツ照合分類子またはDLPポリシーテンプレートに
一致する正規表現を追加できます。アプライアンスでDLP機能が有効な場合にのみ、PCRE2互換
の正規表現が検証されます。

正規表現では大文字と小文字は区別されるため、[a-zA-Z]のように大文字と小文字を含める必

要があります。特定の文字のみ使用する場合は、その文字に合わせて正規表現を定義します。

（注）

8桁の数字など、あまり特殊ではないパターンほど、ランダムな 8桁の数字を実際の顧客番号と
区別するため、追加の単語とフレーズを検索するポリシーが必要になります。

次の表を、分類子用の正規表現の作成ガイドとして使用してください。

説明要素

正規表現の一連の命令が文字列の一部に一致すると、分類子

用の正規表現はその文字列に一致するということになります。

たとえば、正規表現 ACCは、文字列 ACCOUNTと ACCTに
一致します。

正規表現（abc）

大カッコは文字のセットを示すために使用します。文字は個々

または範囲で定義できます。

たとえば、[a-z]は、aから zまでのすべての小文字に一致し、
[a-zA-Z]は、Aから Zまでのすべての大文字と小文字に一致
します。[xyz]は、x、yまたは zの文字のみに一致します。

[ ]
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説明要素

円記号は特殊文字のエスケープに使用します。シーケンス

「\.」はピリオドそのもののみに一致し、「\$」はドル記号の
みに一致し、「\^」はキャレット記号のみに一致します。

円記号は、「\d」などトークンの始まりともなります。

重要：円記号はパーサーでも特殊なエスケープ文字として使

用します。そのため、正規表現で円記号を使用する場合、2
つの円記号が必要です。解析後には「実際に」使用される円

記号 1つのみが残り、正規表現システムに渡されます。

バックスラッシュ特殊文字（\）

数字（0～9）に一致するトークン。複数の数字に一致させる
には、整数を {}に入れ、数の長さを規定します。

たとえば、「\d」は、5などの 1桁の数字のみに一致します
が、55には一致しません。「\d{2}」を使うと、55などの 2
桁の数に一致しますが、5には一致しません。

\d

数字以外の文字に一致するトークン。複数の数字以外の文字

に一致させるには、{}で囲んだ整数で長さを定義します。
\D

任意の英数字と下線に一致するトークン（a～ z、A～ Z、0
～ 9、および _）。

\w

1つ前のトークンの繰り返し回数を指定する正規表現表記が
サポートされています。

たとえば、式「\d\{8\}」は 12345678および 11223344と一致
しますが、8とは一致しません。

繰り返し回数 {min,max}

代替、つまり「or」演算子に相当します。「Aおよび B」が
正規表現である場合、式「A|B」は「A」または「B」のいず
れかと一致する文字列と一致します。これは、正規表現で複

数の数値パターンを組み合わせるために使用できます。

たとえば、「foo|bar」という表現は「foo」や「bar」とは一致
しますが、「foobar」とは一致しません。

または ( | )

識別番号を識別する正規表現の例

識別または口座番号に数字と文字のパターンを記述する単純な正規表現には、次のように表示さ

れる可能性があります。

• 8桁の数：\d{8}

•数字のセットの間にハイフンがある識別コード：\d{3}-\d{4}-\d
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•大文字または小文字の英字 1つで始まる識別コード：[a-zA-Z]\d{7}

• 3桁の数字で始まり、大文字が 9つ続く識別コード：\d{3}[A-Z]{9}

• |を使い、検索する 2つの異なる数字パターンを定義：\d{3}[A-Z]{9}|\d{2}[A-Z]{9}-\d

機密 DLP 用語（カスタム DLP ポリシーのみ）のカスタムディクショナリの使用
AsyncOSには、事前定義された一連のディクショナリが提供されますが、DLPスキャン機能に一
致する用語を指定するカスタム DLPディクショナリを作成することもできます。

複数の方法でカスタム DLPディクショナリを作成できます。

•カスタム DLPディクショナリの直接追加, （508ページ）

•テキストファイルとしてDLPディクショナリを作成,（508ページ）さらに、DLPディクショ
ナリのインポート, （509ページ）。

• DLPディクショナリのエクスポート, （509ページ）別の Eメールセキュリティアプライア
ンスから。さらにDLPディクショナリのインポート, （509ページ）。

カスタム DLP ディクショナリの直接追加

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP Policy Manager）]を選択します。
ステップ 2 [詳細設定（Advanced Settings）]セクションで、[カスタムDLP辞書（Custom DLP Dictionaries）]の側のリ

ンクをクリックします。

ステップ 3 [辞書を追加（Add Dictionary）]をクリックします。
ステップ 4 カスタムディクショナリの名前を入力します。

ステップ 5 用語のリストに新規ディクショナリのエントリ（単語とフレーズ）を入力します。

ディクショナリの単語は大文字と小文字が区別され、非 ASCII文字を含めることができます。

複数のエントリを入力する場合は、改行でエントリを区切ります。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 7 変更を送信し、保存します。

テキストファイルとして DLP ディクショナリを作成

ユーザ独自のディクショナリをテキストファイルとしてローカルマシンに作成し、アプライアン

スにインポートすることもできます。ディクショナリのテキストファイルにおける各単語には、

強制改行を使用します。ディクショナリの単語は大文字と小文字が区別され、非 ASCII文字を含
めることができます。
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DLP ディクショナリのエクスポート

事前定義された DLPディクショナリはエクスポートできません。（注）

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP Policy Manager）]を選択します。
ステップ 2 [詳細設定（Advanced Settings）]の [カスタム DLP辞書（Custom DLP Dictionaries）]セクションのリンク

をクリックします。

ステップ 3 [辞書をエクスポート（Export Dictionary）]をクリックします。
ステップ 4 エクスポートするディクショナリを選択します。

ステップ 5 ディクショナリのファイル名を入力します。

ステップ 6 エクスポートされたディクショナリを保存する場所（ローカルコンピュータまたはアプライアンスの

configurationディレクトリのいずれか）を選択します。
ステップ 7 ファイルのエンコード方式を選択します。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックし、ファイルを保存します。

DLP ディクショナリのインポート

はじめる前に

Eメールセキュリティアプライアンスに非 DLPディクショナリからエクスポートしたファイル
をインポートする場合は、最初にテキストファイルから重み値を削除し、正規表現を単語または

語句に変換する必要があります。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP Policy Manager）]を選択します。
ステップ 2 [詳細設定（Advanced Settings）]セクションで、[カスタムDLP辞書（Custom DLP Dictionaries）]の側のリ

ンクをクリックします。

ステップ 3 [辞書をインポート（Import Dictionary）]をクリックします。
ステップ 4 ファイルをローカルマシンからインポートするか、アプライアンスの configurationディレクトリからイン

ポートするかを選択します。

ステップ 5 エンコード方式を選択します。

ステップ 6 [Next]をクリックします。
「成功」を伝えるメッセージが表示され、インポートされたディクショナリが [辞書の追加（Add
Dictionary）]ページに表示されます。ただし、このプロセスはまだ完全ではありません。

ステップ 7 ディクショナリの名前を指定し、編集します。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
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疑わしい違反のリスク要因の判別子

アプライアンスはDLP違反に対してメッセージをスキャンすると、メッセージにリスク要因スコ
アを割り当てます。このスコアは、メッセージにDLP違反が含まれる確率を示します。スコアが
0であれば、メッセージにはほぼ確実に違反が含まれないことを意味します。スコアが 100であ
れば、ほぼ確実に違反が含まれます。

定義済みのテンプレートに基づいた DLP ポリシーについて

定義済みのテンプレートから作成された DLPポリシーに対するリスク要因のスコアリングパラ
メータを表示または変更することはできません。ただし、特定DLPポリシーに大量の誤検出の一
致がある場合、そのポリシーに対して重大度スケールを調整できます。違反の重大度の評価につ

いて, （512ページ）を参照してください。コンテンツ照合分類子のないテンプレート（SOX
（Sarbanes-Oxley）テンプレートなど）に基づくポリシーの場合、メッセージがポリシーに違反し
ていると、スキャンエンジンは常にリスク要因の値として「75」を返します。

カスタム DLP ポリシーについて

カスタムDLPポリシーに対するコンテンツ照合分類子を作成すると、リスク要因スコアを決定す
るために使用される値を指定します。

•近接性。違反と見なすには、メッセージや添付ファイルの中でルールと一致する箇所がどの
くらい近くで発生する必要があるかを定義します。たとえば、長いメッセージの先頭近くに

社会保障番号のような数値パターンが出現し、一番下の送信者の署名にアドレスが含まれて

いる場合、この数値パターンとアドレスには関連性がないと見なされ、一致としてカウント

されません。

•最小総合スコア。機密情報がDLP違反として分類されるために必要な最小限のリスク要因ス
コア。メッセージの一致スコアが最小総合スコアに満たない場合、そのデータは機密データ

として見なされません。

•重み。作成するカスタムルールのそれぞれに、ルールの重要度を表す「重み」を指定しま
す。スコアは検出ルールに一致した数にルールの重みを乗算することで取得できます。重み

が 10のルールで違反が 2つある場合は、スコアは 20となります。あるルールが分類子に
とって他より重要であれば、より大きい重みをアサインすることになります。

•最大スコア。ルールの最大スコアは、多数の低い重みのルールによってスキャンの最終スコ
アにゆがみが生じるのを防ぎます。

リスク要因を計算するため、分類子は検出ルールに一致する数にルールの重みを乗算します。こ

の値が検出ルールの最大スコアを超えている場合、分類子では最大スコアの値が使用されます。

分類子が複数の検出ルールを持つ場合、すべての検出ルールのスコアを合計して 1つの値にしま
す。分類子は次の表にあるように、検出ルールのスコア（10～ 10000）を 10～ 100の対数目盛り
にマッピングし、リスク要因を算出します。
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表 38：検出ルールスコアからのリスク要因スコアの計算方法

リスク要因ルールのスコア

1810

3620

3330

4150

50100

72150

65300

72500

82[1000]

10010000

カスタムコンテンツ分類子が使用されるポリシーの表示

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーのカスタマイズ（DLP Policy Customizations）]を選択
します。

ステップ 2 [カスタム分類子（Custome Classifiers）]セクションで、[カスタム分類子（Custome Classifiers）]テーブル
の見出しにある [ポリシー（Policies）]をクリックします。

DLP ポリシーのメッセージのフィルタリング
パフォーマンスや精度を向上させるために、次の基準に基づいて特定のメッセージだけに適用さ

れるように DLPポリシーを制限できます。
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説明オプション

DLPポリシーを制限し、次のいずれかを使用して指定する送信者または受
信者を含むまたは含まないメッセージに適用する。

•完全な電子メールアドレス：user@example.com

•電子メールアドレスの一部：user@

•ドメインのすべてのユーザ：@example.com

•部分ドメインのすべてのユーザ：@.example.com

改行やカンマで、複数のエントリを分離できます。

AsyncOSは最初に発信メッセージの受信者または送信者が発信メールポリ
シーと一致するか照合し、次に送信者または受信者がそのメールポリシー

でイネーブルとなっているDLPポリシーで指定した送信者および受信者フィ
ルタと一致するか照合します。

たとえば、パートナードメインの受信者を除いて、すべての送信者に対し

特定のタイプの情報を送信することを拒否する場合があります。パートナー

ドメイン内のすべてのユーザを除外するフィルタを含め、その情報に対し

DLPポリシーを作成し、すべての送信元に適用される発信メールポリシー
にこの DLPポリシーを含めます。

送信者および受信

者に基づいたフィ

ルタリング

特定の種類の添付ファイルを含むまたは含まないメッセージのみをスキャ

ンするよう DLPポリシーを限定できます。添付ファイルのカテゴリを選択
し、次に定義済みのファイルタイプを選択するか、リストされていないファ

イルタイプを指定します。事前定義されていないファイルタイプを指定し

た場合、AsyncOSは添付ファイルの拡張子に基づいてファイルタイプを検
索します。

DLPのスキャンを、最小ファイルサイズの添付ファイルに限定することが
できます。

添付ファイルの種

類に基づいたフィ

ルタリング

DLPポリシーを特定のフレーズを含むメッセージのスキャンに限定する場
合は、メッセージまたはコンテンツフィルタを使って発信メッセージにそ

のフレーズがないか検索し、カスタムメッセージタグを当該メッセージに

挿入することができます。詳細については、コンテンツフィルタのアクショ

ン, （310ページ）および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, （157ページ）を参照してください。

メッセージタグに

よるフィルタリン

グ

違反の重大度の評価について

DLPスキャンエンジンが潜在的な DLP違反を検出すると、そのインスタンスが実際に DLP違反
である確率を表すリスク要因スコアを計算します。ポリシーでは、リスク要因スコアをそのポリ
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シーに定義されている重大度スケールと比較して、重大度レベル（たとえば、[低（Low）]、[重
大（Critical）]など）を判別します。各重大度レベルでの違反に対して実行するアクションは、
ユーザが指定します（ただし、[無視（Ignore）]の場合に実行されるアクションはありません）。
各重大度レベルに達するために必要なリスク要因スコアは、調整することができます。

重大度スケールの調整

すべてのポリシーにはデフォルトの重大度スケールがあります。各ポリシーに対してこのスケー

ルを調整できます。

たとえば、リスク要因スコアが 90から 100の場合、デフォルトで違反の重大度レベルはクリティ
カルになります。ただし、特定のポリシーに一致する違反についてはデータ消失の可能性があり、

機密度を上げることが必要になることがあります。このDLPポリシーには、クリティカルな重大
度レベルを 75～ 100のリスク要因スコアを持つ違反に変更できます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーマネージャ（DLP Policy Manager）]を選択します。
ステップ 2 編集するポリシーの名前をクリックします。

ステップ 3 [重大度設定（Severity Settings）]セクションで、[スケールの編集（Edit Scale）]をクリックします。
ステップ 4 スケールの矢印を使用して、重大度レベルのスコアを調整します。

ステップ 5 [完了（Done）]をクリックします。
ステップ 6 [重大度スケール（Severity Scale）]のテーブルで、必要なときにスコアがあることを確認します。
ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

違反との一致に対する Email DLP ポリシーの順序の調整
DLP違反が、発信メールポリシーでイネーブルな DLPポリシーに 1つ以上一致する場合、リス
トで最初に一致した DLPポリシーのみが使用されます。

ステップ 1 [DLPポリシーマネージャ（DLPPolicyManager）]ページで、[ポリシーの順番の編集（Edit PolicyOrder）]
をクリックします。

ステップ 2 移動するポリシーの行をクリックし、新しい順序の場所にドラッグします。

ステップ 3 ポリシーの順序の変更を完了したら、変更内容を送信し、確定します。
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発信メールポリシーとの DLP ポリシーの関連付け

デフォルトの発信メールポリシーとの DLP ポリシーの関連付け
デフォルトの発信メールポリシーは、他の発信メールポリシーが送信者または受信者に一致しな

い場合に使用されます。

はじめる前に

データ漏洩防止の設定方法,（495ページ）のテーブルの、ここまでのすべてのアクティビティを
実行します。たとえば、デフォルトの発信メールポリシーに含めるDLPポリシーを作成したこと
を確認します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールポリシー（Mail Policies）]を選択します。
ステップ 2 テーブルの [デフォルトポリシー（Default Policy）]の行で、[DLP]の列の [ディセーブル（Disabled）]リ

ンクをクリックします。

ステップ 3 [DLPを有効にする（設定をカスタマイズ）（Enable DLP（Customize Settings））]を選択します。
ステップ 4 デフォルトの発信メールポリシーでイネーブルにする DLPポリシーを選択します。
ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

追加の発信メールポリシーの DLPポリシーを選択します。発信メールポリシーを使用した送信
者および受信者への DLPポリシーの割り当て, （514ページ）を参照してください。

発信メールポリシーを使用した送信者および受信者への DLP ポリシーの割り当て
発信メールポリシーでイネーブルにすることによって、どの送信者と受信者にどのDLPポリシー
を適用するかを指定します。発信メールポリシー内でDLPポリシーだけを使用することができま
す。

はじめる前に
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デフォルトの発信メールポリシーの DLPポリシーを設定します。デフォルトの発信メールポリ
シーとの DLPポリシーの関連付け, （514ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールポリシー（Mail Policies）]を選択します。
ステップ 2 テーブルの任意の行の DLP列のリンクをクリックします。
ステップ 3 この発信メールポリシーに関連付ける DLPポリシーを選択します。
ステップ 4 変更を送信します。

ステップ 5 他の発信メールポリシーに対して、必要に応じて繰り返します。

ステップ 6 変更を保存します。

DLP ポリシーの編集または削除に関する重要な情報

情報操作

ポリシーの名前を変更すると、発信メールポリ

シーで再度イネーブルにする必要があります。

DLPポリシーの編集

ポリシーを削除すると、DLPポリシーが 1つ以
上の発信メールポリシーで使用された場合に、

通知を受信します。DLPポリシーの削除によ
り、このようなメールポリシーからポリシーが

削除されます。

DLPポリシーの削除

[メッセージアクション（Message Actions）]
発信メッセージから DLP違反の可能性が検出されると、Eメールセキュリティアプライアンス
が実行するプライマリおよびセカンダリアクションを指定します。さまざまなアクションに対し

て、異なる違反タイプおよび重大度を割り当てることができます。

プライマリアクションは次のとおりです。

•デリバリ

•削除

•検疫（Quarantine）

セカンダリアクションは次のとおりです。

•メッセージを配信する場合は、コピーをポリシー隔離に送信します。このコピーは、メッ
セージ IDを含む元のメッセージの完全なクローンです。コピーの隔離は、DLP違反を監視
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する別の方法を提供する他、導入前にDLPシステムをテストすることができます。隔離から
コピーをリリースすると、アプライアンスはすでに元のメッセージを受信した受信者にコ

ピーを配信します。

•メッセージの暗号化このアプライアンスは、メッセージ本文だけを暗号化します。メッセー
ジヘッダーは暗号化されません。

• DLP違反があるメッセージの件名ヘッダーの変更

•メッセージへの免責事項の追加。

•代替宛先メールホストへのメッセージの送信。

•他の受信者にメッセージのコピー（bcc）の送信。（たとえば、重大な DLP違反があるメッ
セージを調べてもらうために、そのメッセージをコンプライアンス担当者のメールボックス

にコピーできます）。

• DLP違反の通知メッセージを、送信者や、マネージャまたは DLPコンプライアンス責任者
といった他の連絡先に送信します。DLP通知のドラフト, （518ページ）を参照してくださ
い。

これらのアクションは相互排他的ではなく、各ユーザグループのさまざまな要求を処理する

ために、異なるDLPポリシー内でアクションをいくつか組み合わせることができます。また、
同じポリシーの異なる重大度レベルに基づいて別の処理を設定できます。たとえば、重大な

DLP違反を含むメッセージを隔離し、コンプライアンス担当者に通知を送信しますが、重大度
レベルの低いメッセージを配信することもできます。

（注）

DLP 違反アクション（メッセージアクション）に対して実行するアク
ションの定義

はじめる前に

• DLPポリシーに違反したメッセージ（またはメッセージのコピー）を保持する専用隔離を少
なくとも 1つ作成します。

これは、電子メールセキュリティアプライアンスの内部隔離またはセキュリティ管理アプ

ライアンスの集中型隔離に指定できます。

詳細については、次の資料を参照してください。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, （889ページ）

•配信前にメッセージを暗号化する場合は、暗号化プロファイルを設定してください。参照
先： Cisco Email Encryption, （527ページ）

• DLP違反またはその疑いがあるメッセージを配信する場合、免責事項を含めるには、[メール
ポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]で、免責事項のテキスト
を指定します。詳細については、次の資料を参照してください。免責事項テンプレート, （
644ページ）

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
516

データ損失の防止

DLP 違反アクション（メッセージアクション）に対して実行するアクションの定義



• DLP違反の送信者またはコンプライアンス責任者などの他の人に通知を送信するには、まず
DLP通知テンプレートを作成します。DLP通知のドラフト,（518ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーのカスタマイズ（DLP Policy Customizations）]を選択
します。

ステップ 2 [メッセージアクション（Message Actions）]セクションで [メッセージアクションの追加（Add Message
Action）]をクリックします。

ステップ 3 メッセージアクションの名前を入力します。

ステップ 4 メッセージアクションの説明を入力します。

ステップ 5 DLP違反を含むメッセージをドロップ、配信、または隔離するか選択します。
[配信（Deliver）]を選択すると、ポリシー隔離に送信されたメッセージのコピーを取ることを
選択できます。メッセージのコピーはメッセージ IDを含む完全なクローンです

（注）

ステップ 6 配信にメッセージの隔離からリリースを暗号化する場合は、[暗号化を有効にする（Enable Encryption）]
チェックボックスを選択して、次のオプションを選択します。

• [暗号化ルール（Encryption Rule）]。メッセージを常に暗号化するか、TLS接続を介した送信試行が
最初に失敗した場合だけ暗号化します。

• [暗号化プロファイル（Encryption Profile）]。Cisco IronPort暗号化アプライアンスまたはまたはホス
テッドキーサービスを使用する場合、指定した暗号化プロファイルを使用してメッセージを暗号化

し、配信します。

• [暗号化されたメッセージの件名（Encrypted Message Subject）]。暗号化されたメッセージの件名で
す。既存のメッセージ件名を保持するには、$Subjectの値を使用します。

ステップ 7 アクションとして隔離を選択した場合は、DLP違反を含むメッセージに使用するポリシー隔離を選択しま
す。

ステップ 8 次のオプションのいずれかを使用してメッセージを変更する場合は、[詳細（Advanced）]をクリックしま
す。

•カスタムヘッダーを追加します。

•メッセージの件名を変更します。

•代替ホストに配信します

•他の受信者にコピー（bcc）を送信します

• DLP通知メッセージを送信します。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。
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メッセージアクションの表示および編集

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DLPポリシーのカスタマイズ（DLP Policy Customizations）]を選択
します。

ステップ 2 [メッセージアクション（Message Actions）]セクションでアクションを選択します。

操作内容目的

メッセージアクション表の見出しで [ポリシー
（Policies）]のリンクをクリックします。

各アクションが割り当てられているメールポリシー

を表示します。

メッセージアクション表の見出しで [説明
（Description）]のリンクをクリックします。

アクションごとに入力した説明を表示します。

メッセージアクションの名前をクリックします。メッセージアクションの詳細を表示または編集し

ます。

削除対象のメッセージアクションの横にあるゴミ

箱のアイコンをクリックします。

確認メッセージは、1つ以上のDLPポリシーでメッ
セージアクションが使用されているかどうかを通

知します。

メッセージアクションを削除します。

複製するメッセージアクションの横にある [重複
（Duplicate）]アイコンをクリックします。

メッセージアクションを複製します。

この機能は、メッセージアクションを変更する前

にバックアップコピーを作成するか、または新た

な、または類似のメッセージアクションの出発点

として使用するために使用できます。

ステップ 3 変更を送信し、確定します。

DLP 通知のドラフト
以下の手順に従って、組織のデータ漏洩防止ポリシーに違反する情報がメールメッセージに含ま

れている場合に送信する通知のテンプレートを作成します。この通知は、DLPポリシーに違反し
ているメッセージの送信者、または別のアドレス（マネージャまたはDLPコンプライアンス責任
者）に送信できます。

はじめる前に
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• DLP通知テンプレートの変数の定義,（519ページ）の内容についてよく理解しておきます。
各違反についての詳細を含む通知をカスタマイズするためにこれらの変数を使用できます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]を選択します。
ステップ 2 [テキストリソースを追加（Add Text Resource）]をクリックします。
ステップ 3 [タイプ（Type）]に、[DLP通知テンプレート（DLP Notification Template）]を選択します。

DLP変数は通常の通知テンプレートでは利用可能ではありません。

ステップ 4 通知テキストおよび変数を入力します。

この通知で受信者に対し、発信メッセージに組織のデータ漏洩防止ポリシーに違反する機密データが含ま

れている可能性があることを知らせる必要があります。

次の作業

DLP Policy Managerの DLPポリシーで [メッセージアクション（Message Action）]にこの DLP通
知テンプレートを指定します。

DLP 通知テンプレートの変数の定義
通知に、各 DLP違反に関する特定の情報を含めるには、次の変数を使用します。

置き換える値変数

違反があった Email DLPポリシーの名前に置き
換えられます。

$DLPPolicy

違反の重大度に置き換えられます。値は [低
（Low）]、[中（Medium）]、[高（High）]、ま
たは [重大（Critical）]のいずれかです。

$DLPSeverity

メッセージの機密内容のリスク要因スコアに置

き換えられます（スコア 0～ 100）。
$DLPRiskFactor

メッセージの To:ヘッダーに置き換えられます
（エンベロープ受信者には置き換えられませ

ん）。

$To

メッセージの From:ヘッダーに置き換えられま
す（エンベロープ送信者には置き換えられませ

ん）。

$From

元のメッセージの件名に置き換えられます。$Subject
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置き換える値変数

現在の日付（MM/DD/YYYY形式）に置き換え
られます。

$Date

現在の時刻（ローカル時間帯）に置き換えられ

ます。

$Time

現在の時刻および日付（GMT）に置き換えられ
ます。電子メールメッセージの Received:行で
見られる形式と同様です。

$GMTimestamp

メッセージを内部で識別するために使用する

メッセージ ID（MID）に置き換えられます。
RFC822「Message-Id」の値とは異なるため注意
してください（「Message-Id」を取得するには
$Headerを使用します）。

$MID

メッセージのインジェクト時に、送信者が一致

する送信者グループの名前に置き換えられま

す。送信者グループに名前がない場合は、文字

列「>Unknown<」が挿入されます。

$Group

送信者の SenderBaseレピュテーションスコア
に置き換えられます。レピュテーションスコア

がない場合は「None」に置き換えられます。

$Reputation

メッセージの添付ファイルのファイル名のカン

マ区切リストに置き換えられます。

$filenames

メッセージの添付ファイルのファイルタイプを

示すカンマ区切りリストに置き換えられます。

$filetypes

メッセージの添付ファイルサイズのカンマ区切

りリストに置き換えられます。

$filesizes

メッセージを Ciscoアプライアンスに送信した
システムのホスト名に置き換えられます。

$remotehost

メッセージヘッダーに置き換えられます。$AllHeaders

メッセージのエンベロープ送信者（Envelope
From、<MAIL FROM>）に置き換えられます。

$EnvelopeFrom

Ciscoアプライアンスのホスト名に置き換えら
れます。

$Hostname
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置き換える値変数

メッセージのサイズ（バイト単位）に置き換え

られます。

$bodysize

元のメッセージに一致するヘッダーが含まれる

場合、引用符付きヘッダーの値に置き換えられ

ます。二重引用符が使用される場合もありま

す。

$header[‘string ’]

メッセージを Ciscoアプライアンスに送信した
システムの IPアドレスに置き換えられます。

$remoteip

メッセージを受信したリスナーのニックネーム

に置き換えられます。

$recvlistener

$filenamesと同様に、ドロップされたファイル
のリストを表示します。

$dropped_filenames

直近にドロップされたファイル名のみを返しま

す。

$dropped_filename

メッセージを受信したインターフェイスのニッ

クネームに置き換えられます。

$recvint

現在の時刻および日付（ローカル時間帯）に置

き換えられます。電子メールメッセージの

Received:行で見られる形式と同様です。

$timestamp

現在の時刻（ローカル時間帯）に置き換えられ

ます。

$Time

SenderBase組織 ID（整数値）で置き換えられま
す。

$orgid

メッセージのエンベロープ受信者すべて

（EnvelopeTo、<RCPTTO>）に置き換えられま
す。

$enveloperecipients

$filetypesと同様に、ドロップされたファイル
タイプのリストを表示します。

$dropped_filetypes

直近にドロップされたファイルのファイルタイ

プのみを返します。

$dropped_filetype
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メッセージトラッキングでの機密性の高い DLP データの
表示

DLP導入では、DLPポリシーに違反するコンテンツを、周囲のコンテンツとともにログに記録す
るオプションが提供され、これは後でメッセージトラッキングで表示できます。この内容は、ク

レジットカード番号や社会保障番号などの機密データを含む場合があります。

はじめる前に

メッセージトラッキングをイネーブルにします。参照先：メッセージトラッキングの有効化, （
878ページ）

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [データ損失の防止（Data Loss Prevention）]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [一致したコンテンツのログへの記録（EnableMatchedContent Logging）]チェックボックスを選択します。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

この情報を表示できる管理者ユーザを指定します。メッセージトラッキングでの機密情報へのア

クセスの制御, （945ページ）を参照してください。

DLP エンジンおよびコンテンツ照合分類子の更新につい
て

CiscoDLPエンジンとアプライアンスの定義済みコンテンツ照合分類子の更新は別のセキュリティ
サービスの更新に依存しません。

DLP エンジンの現在のバージョンの決定

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [データ損失の防止（Data Loss Prevention）]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [最新 DLPバージョンファイル（Current DLP Version Files）]のセクションを参照してください。
また、dlpstatusCLIコマンドを使用して、DLPエンジンの現在のバージョンを表示することも
できます。詳細については、『CLI ReferenceGuide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』
を参照してください。

（注）
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DLP エンジンとコンテンツ照合分類子の手動による更新
はじめる前に

その場合は、次のトピックを参照してください。

•（該当する場合）一元化された（クラスタ化された）アプライアンスのDLP更新,（524ペー
ジ）

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [データ損失の防止（Data Loss Prevention）]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [最新 DLPバージョンファイル（Current DLP Version Files）]セクションで [今すぐ更新（Update Now）]
をクリックします。

このボタンは、ダウンロード可能な新規アップデートがある場合にだけ使用できます。

DLPエンジンを更新するには、dlpupdateCLIコマンドも使用できます。詳細については、『CLI
Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照してください。

（注）

自動アップデートの有効化（推奨されません）

アプライアンスが定期的に更新をチェックし、ダウンロードすることを有効にするには、この手

順を使用します。

シスコは、自動更新を使用しないことを推奨します。これらの更新は、DLPポリシーで使用さ
れるコンテンツ照合分類子を変更する場合があります。代わりに、手動で DLP更新をダウン
ロードし、実稼働環境で使われるアプライアンスを更新する前に、ラボ環境でテストします。

（注）

はじめる前に

• [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]
ページで、自動アップデートをイネーブルにし、すべてのサービス契約更新に更新間隔を指

定してください。
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•一元化された（クラスタ化された）アプライアンスの DLP更新, （524ページ）を参照して
ください。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [データ損失の防止（Data Loss Prevention）]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [自動アップデートを有効にする（Enable automatic updates）]チェックボックスを選択します。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

一元化された（クラスタ化された）アプライアンスの DLP 更新
次の点に注意してください。

•クラスタ化された導入でのアプライアンスでは、自動 DLP更新を有効にできません。

• DLPの更新は、クラスタ、マシンまたはグループレベルで設定されているDLPに関係なく、
マシンレベルで常に実行されます。

•マシンレベルで dlpstatus CLIコマンドを使用したときのみ、アプライアンスの DLPエンジ
ンの状態をチェックできます。

DLP インシデントのメッセージとデータの使用

導入が該当する場合は、セキュリティ管理アプライアンスに関するドキュメントも参照してく

ださい。

（注）

操作内容目的

メッセージトラッキング, （877ページ）を参
照してください。

DLPポリシー名、違反の重大度、行われるアク
ションなどの基準を使って DLP違反が含まれ
るメッセージを検索し、検出されたメッセージ

の詳細情報を表示します。

ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔

離のメッセージの操作,（901ページ）を参照し
てください。

疑わしい DLP違反として隔離されたメッセー
ジを表示または管理できます。

DLPインシデントサマリーレポートについて
は、電子メールセキュリティモニタの使用方

法, （829ページ）を参照してください。

DLPインシデントのサマリーを表示します。
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操作内容目的

DLPインシデントレポートについては、電子
メールセキュリティモニタの使用方法, （829
ページ）を参照してください。

発信メールで検出された DLP違反に関する情
報を表示します。

トラブルシューティングデータ消失防止

DLP が電子メールの添付ファイルの違反を検出しない
問題

定義済みのDLPポリシーを使用すると、DLPは電子メールの添付違反を検出しません。次の原因
が考えられます。

•定義済みの DLPポリシーのプロキシミティパラメータの値が小さい

定義済みの DLPポリシーのプロキシミティは変更できません。（注）

•定義済みの DLPポリシーで定義されている重大度スケールパラメータが大きい

ソリューション

•カスタムポリシーを作成し、プロキシミティを必要に応じて調整します。参照先：カスタ
ム DLPポリシーの作成（詳細）, （500ページ）

•定義済みの DLPポリシーの重大度スケールパラメータを小さくします。参照先：重大度ス
ケールの調整, （513ページ）

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
525

データ損失の防止

トラブルシューティングデータ消失防止



   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
526

データ損失の防止

DLP が電子メールの添付ファイルの違反を検出しない



第 19 章

Cisco Email Encryption

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco電子メール暗号化の概要, 527 ページ

• ローカルキーサーバで暗号化する方法, 528 ページ

• Eメールセキュリティアプライアンスを使用したメッセージの暗号化, 530 ページ

• 暗号化するメッセージの決定, 535 ページ

• メッセージへの暗号化ヘッダーの挿入, 539 ページ

Cisco 電子メール暗号化の概要
AsyncOSは暗号化を使用して着信電子メールと発信電子メールをサポートします。この機能を使
用するには、暗号化されたメッセージの特性およびキー（鍵）サーバの接続性の情報を指定する

暗号化プロファイルを作成します。キーサーバは、次のいずれかであると考えられます。

• Cisco Registered Envelope Service（マネージドサービス）、または

• Cisco暗号化アプライアンス（ローカルの管理対象サーバ）

次に、暗号化するメッセージを作成するために、コンテンツフィルタ、メッセージフィルタ、

データ漏洩防止ポリシーを作成します。

1 フィルタ条件に合致する発信メッセージは、Eメールセキュリティアプライアンスの暗号化
処理のキューに入れられます。

2 メッセージが暗号化されると、暗号化に使われたキーが暗号化プロファイルで指定されたキー

サーバに保存され、暗号化されたメッセージが配信のキューに入れられます。

3 キューの中の電子メールの暗号化を妨げるような条件（つまり、一時的なC-Seriesのビジー状
態やCRESが使用できない状態）が一時的に存在すると、メッセージはキューに入れられ、し
ばらくしてから再度暗号化が試行されます。
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また、メッセージを暗号化する前に、まず TLS接続経由で送信を試みるようにアプライアン
スを設定することもできます。詳細については、TLS接続を暗号化の代わりに使用,（536ペー
ジ）を参照してください。

（注）

ローカルキーサーバで暗号化する方法

表 39：ローカルキーサーバで暗号化する方法

詳細（More Info）操作内容手順

参照先：セットアップおよび設置,（21ページ）ネットワークのCisco IronPort暗号化アプライアンスを
設定します。

ステップ1

Eメールセキュリティアプライアンスでのメッ
セージの暗号化のイネーブル化, （530ページ）.

メッセージ暗号化をイネーブルにします。ステップ2

キーサービスによる暗号化メッセージの処理方

法の設定, （530ページ）.
暗号化プロファイルを作成して、暗号化されたメッセー

ジにセキュリティ設定を使用するための暗号キーサー

バを指定します。

ステップ

3：

暗号化するメッセージの決定, （535ページ）.アプライアンスが暗号化できるように、メッセージが

満たす必要のある条件を定義します。

ステップ

4：

•コンテンツフィルタを使用したメッセージ
の暗号化と即時配信, （536ページ）.

または

•コンテンツフィルタを使用した配信時のメッ
セージの暗号化, （538ページ）.

電子メールのワークフローにおいてメッセージを暗号

化するタイミングを決定します。

ステップ

5：

メッセージへの暗号化ヘッダーの挿入,（539ペー
ジ）.

（任意）メッセージに追加セキュリティのフラグを付

けます。

ステップ

6：

メールポリシーを作成します。

参照先：メールポリシー, （285ページ）

メッセージを暗号化するユーザグループを定義しま

す。

ステップ7

メールポリシーにコンテンツフィルタを関連付

けます。

参照先：メールポリシー, （285ページ）

定義したユーザグループに定義済みの暗号化アクショ

ンを関連付けます。

ステップ

8：
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暗号化ワークフロー

電子メール暗号化を使用する場合、Cisco Eメールセキュリティアプライアンスはメッセージを
暗号化し、ローカルキーサーバまたはホステッドキーサービスにメッセージキーを格納しま

す。受信者が暗号化されたメッセージを開封すると、キーサービスによって受信者が認証され、

復号化されたメッセージが表示されます。

図 34：暗号化ワークフロー

暗号化されたメッセージを開封する基本的なワークフローは次のとおりです。

1 暗号化プロファイルを設定するときは、メッセージ暗号化のパラメータを指定します。暗号化

されたメッセージでは、メッセージキーが Eメールセキュリティアプライアンスによりロー
カルキーサーバ、またはホステッドキーサービス（Cisco Registered Envelope Service）に作成
および格納されます。

2 受信者はブラウザで安全なエンベロープを開封します。

3 ブラウザで暗号化されたメッセージを開封するとき、受信者の本人確認のためパスワードが必

要となります。キーサーバはメッセージに関連付けられた暗号化キーを返します。

暗号化された電子メールメッセージの初回開封時に、受信者は安全なエンベロープを開封す

るためのキーサービスに登録する必要があります。登録後、暗号化プロファイルの設定によっ

ては、受信者が暗号化されたメッセージを認証なしで開封することも可能です。暗号化プロ

ファイルでは、パスワード不要と指定できますが、特定の機能が使用できなくなります。

（注）

4 復号化したメッセージが表示されます。
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E メールセキュリティアプライアンスを使用したメッ
セージの暗号化

Eメールセキュリティアプライアンスによる暗号化を使用するには、暗号化プロファイルを設定
する必要があります。encryptionconfigCLIコマンド、またはGUIの [セキュリティサービス（Security
Services）] > [Cisco IronPortメール暗号化（Cisco IronPort Email Encryption）]で、暗号化プロファ
イルをイネーブルにして設定することができます。

アプライアンスで PXE暗号化と S/MIME暗号化が有効になっている場合、AsyncOSではまず
S/MIMEを使用して、次に PXEを使用してメッセージが暗号化されます。

（注）

E メールセキュリティアプライアンスでのメッセージの暗号化のイ
ネーブル化

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [Cisco IronPort電子メール暗号化（Cisco IronPort Email
Encryption）]をクリックします。

ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 3 （任意）次のオプションを設定するには、[設定の編集（Edit Settings）]をクリックしてください。

•暗号化する最大メッセージサイズ。シスコが推奨するメッセージサイズは 10MBです。アプライア
ンスが暗号化するメッセージの最大サイズは 25 MBです。

推奨される 10MBの上限を超えるメッセージを暗号化すると、アプライアンスのパフォー
マンスが低下する場合があります。Cisco Registered Envelope Serviceを使用している場合、
メッセージの受信者は、10 MBより大きいファイルが添付された暗号化されたメッセージ
には返信できなくなります。

（注）

•暗号化アカウント管理者のメールアドレス。暗号化プロファイルをプロビジョニングすると、この電
子メールアドレスが自動的に暗号化サーバに登録されます。

•プロキシサーバを設定します。

キーサービスによる暗号化メッセージの処理方法の設定

キーサービスを使用する場合、1つ以上の暗号化プロファイルを作成できます。さまざまな電子
メールグループに異なるセキュリティレベルを使用する場合、それぞれ別の暗号化プロファイル

を作成することもできます。たとえば、機密資料を含んだメッセージを高レベルのセキュリティ
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で送信し、他のメッセージを中レベルのセキュリティで送信するという場合です。この場合、特

定のキーワード（「confidential」など）を含むメッセージには高レベルのセキュリティ暗号化プ
ロファイルを作成し、他の発信メッセージには別の暗号化プロファイルを作成します。

暗号化プロファイルをカスタムユーザロールに割り当て、そのロールに割り当てられた委任管理

者がDLPポリシーとコンテンツフィルタで暗号化プロファイルを使用できるようにします。DLP
ポリシーとコンテンツフィルタを設定する場合は、管理者、オペレータ、および委任ユーザだけ

が暗号化プロファイルを使用できます。カスタムロールに割り当てられない暗号化プロファイル

は、メールまたは DLPポリシー権限を持つすべての委任管理者が使用できます。詳細について
は、管理タスクの分散, （939ページ）を参照してください。

1つのホステッドキーサービスに複数の暗号化プロファイルを設定できます。組織に複数の
ブランドがある場合、PXEエンベロープ用にキーサーバに格納された異なるロゴを参照する
ことができます。

（注）

暗号化プロファイルは次の設定を保存します。

• [キーサーバ設定（Key server settings）]。キーサーバとそのキーサーバに接続するための情
報を指定します。

• [エンベロープ設定（Envelope settings）]。セキュリティレベル、開封確認を返すか、暗号化
キューにあるメッセージがタイムアウトするまでの時間、使用する暗号化アルゴリズムのタ

イプ、および復号化アプレットをブラウザで動作可能にするかなど、メッセージエンベロー

プの詳細を指定します。

• [メッセージ設定（Message settings）]。安全なメッセージ転送や安全な「全員に返信」をイ
ネーブルにするかなど、メッセージに関する詳細を指定します。

• [通知設定（Notification settings）]。暗号化失敗通知と同様、テキスト形式およびHTML形式
の通知を使う通知テンプレートを指定します。暗号化プロファイル作成時に、テキストリ

ソース内のテンプレートを作成し、テンプレートを選択します。エンベロープをローカライ

ズし、暗号化失敗通知のメッセージの件名を指定することもできます。通知の詳細について

は、暗号化通知テンプレート,（656ページ）およびバウンス通知および暗号化失敗通知テン
プレート, （654ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メール暗号化プロファイル（EmailEncryptionProfiles）]のセクションで [暗号化プロファイルの追加（Add
Encryption Profile）]をクリックします。

ステップ 2 暗号化プロファイルの名前を入力します。

ステップ 3 [使用者（役割）（Used By (Roles)）]リンクをクリックし、暗号化プロファイルへのアクセス権を設定す
るカスタムユーザロールを選択して、[OK]をクリックします。
このカスタムロールに割り当てられた委任管理者は、責任があるすべての DLPポリシーとコンテンツ
フィルタに対して暗号化プロファイルを使用できます。

ステップ 4 [キーサーバ設定（Key Server Settings）]セクションで次のキーサーバから選択します。
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• Cisco暗号化アプライアンス（ネットワーク内）

• Cisco Registered Envelope Service（ホストキーサービス）

ステップ 5 Cisco暗号化アプライアンス（ローカルキーサービス）を選択した場合は、次の設定を入力します。

• [内部URL（Internal URL）]。Cisco Eメールセキュリティアプライアンスは、この URLを使用して
ネットワーク内の Cisco暗号化アプライアンスと通信します。

• [外部URL（External URL）]。受信者のメッセージは、この URLを使用して Cisco暗号化アプライア
ンスのキーおよび他のサービスにアクセスします。受信者は、受信 HTTPまたは HTTPS要求をする
ためにこの URLを使用します。

ステップ 6 Cisco Registered Envelope Serviceを選択した場合は、ホステッドキーサービスのURLを入力します。キー
サービスの URLは、https://res.cisco.comです。

ステップ 7 [キーサーバ設定（Key Server Settings）]で [詳細（Advanced）]をクリックし、受信者がエンベロープを開
封した場合、エンベロープの暗号化ペイロードの転送に HTTPまたは HTTPSを使用するかどうかを指定
します。次のいずれかを選択してください。

• [キーサービスをHTTPで使用する（Use the Key Service with HTTP）]。受信者がエンベロープを開封
すると、HTTPを使用してキーサービスから暗号化ペイロードを転送します。CiscoRegisteredEnvelope
Serviceを使用する場合は、これはステップ 6で指定した URLです。Cisco暗号化アプライアンスを
使用する場合は、これはステップ 5で指定した外部 URLです。

•ペイロードがすでに暗号化されているため、HTTPに転送しても安全であり、HTTPSに送信するより
も迅速です。これは、HTTPS経由でイメージ要求を送信するよりも、パフォーマンスがさらに向上
します。

• [キーサービスをHTTPSで使用する（Use the Key Service with HTTPS）]。受信者がエンベロープを開
封すると、HTTPSを使用してキーサービスから暗号化ペイロードを転送します。Cisco Registered
Envelope Serviceを使用する場合は、これはステップ 6で指定した URLです。Cisco暗号化アプライ
アンスを使用する場合は、これはステップ 5で指定した外部 URLです。

• [ペイロードトランスポートの個別のURLを指定します（Specify a separateURL for payload transport）]。
暗号化ペイロードにキーサーバを使用しない場合は、ペイロード転送にはHTTPまたはHTTPSを使
用するかどうかを別の URLを使用して指定できます。

ステップ 8 [エンベロープ設定（Envelope Settings）]のセクションで、メッセージのセキュリティレベルを選択しま
す。

• [セキュリティ（高）（High Security）]。受信者は、暗号化されたメッセージを開封するには、パス
フレーズを必ず入力する必要があります。

• [セキュリティ（中）（Medium Security）]。受信者の資格情報がキャッシュされていれば、受信者は
暗号化されたメッセージを開封するために資格情報を入力する必要はありません。

• [パスフレーズは不要です（No Passphrase Required）]。暗号化されたメッセージの最も低いセキュリ
ティレベルです。暗号化されたメッセージを開封するために受信者がパスフレーズを入力する必要

はありません。それでも、パスフレーズ保護されないエンベロープの [開封確認（Read Receipts）]、
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[全員への安全な返信（Secure Reply All）]、および [メッセージの安全な転送（Secure Message
Forwarding）]機能を有効にできます。

ステップ 9 ユーザが組織のロゴをクリックするとその組織の URLが開くようにするように、ロゴのリンクを追加で
きます。次のオプションから選択します。

• [リンクなし（No link）]。実際のリンクは、メッセージエンベロープに追加されません。

• [カスタムリンクURL（Custom link URL）]。URLを入力し、メッセージエンベロープへの実際のリ
ンクを追加します。

ステップ 10 （任意）開封確認をイネーブルにします。このオプションをイネーブルにすると、受信者が安全なエンベ
ロープを開くと、送信者は開封確認を受信します。

ステップ 11 （任意）次の設定を行うために、任意で [エンベロープ設定（EnvelopeSettings）]の [詳細設定（Advanced）]
をクリックしてください。

•暗号化キューにあるメッセージがタイムアウトするまでの時間（秒単位）を入力します。メッセー
ジがタイムアウトになると、アプライアンスはメッセージをバウンスし、送信者に通知を送信しま

す。

•暗号化アルゴリズムを選択します。

◦ [ARC4]。ARC4は最もよく選択されるアルゴリズムで、メッセージ受信者に対する復号化遅延
を最小限にとどめながら強力な暗号化を実現します。

◦ [AES]。AESは、より強力な暗号化を実現しますが、復号化により長い時間がかかるため、受信
者には遅延が発生します。AESは、通常、政府や銀行業務のアプリケーションで使用されます。

•復号化アプレットをイネーブルまたはディセーブルにします。このオプションをイネーブルにする
と、メッセージの添付ファイルがブラウザ環境で開かれるようになります。このオプションをディ

セーブルにすると、メッセージの添付ファイルがキーサーバで復号化されるようになります。ディ

セーブルの場合、メッセージの開封により時間がかかるようになりますが、ブラウザ環境に依存しな

くなります。

ステップ 12 [メッセージ設定（Message settings）]セクションで、次のようにします。

•全員へのセキュアな返信機能をイネーブルにするには、[全員にセキュアな返信を有効にする（Enable
Secure Reply All）]チェックボックスをオンにします。

•セキュアなメッセージ転送機能をイネーブルにするには、[セキュアなメッセージ転送を有効にする
（Enable Secure Message Forwarding）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 13 （任意）Cisco Registered Envelope Serviceを選択しており、このサービスでエンベロープのローカリゼー
ションがサポートされている場合は、エンベロープのローカリゼーションをイネーブルにします。[通知
設定（Notification Settings）]セクションで [ローカライズされたエンベロープの使用（Use Localized
Envelope）]チェックボックスをオンにします。

エンベロープのローカリゼーションをイネーブルにすると、暗号化されたメッセージの HTML
またはテキストによる通知を選択できません。

（注）
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エンベロープのデフォルトロケールを設定する場合は、エンベロープのデフォルトロケールの設定, （
534ページ）を参照してください。

ステップ 14 HTML形式またはテキスト形式の通知テンプレートを選択します。
キーサーバは、受信者の電子メールアプリケーションによって、HTMLまたはテキスト形式の
通知を使います。両方の通知を設定する必要があります。

（注）

次の手順を実行します。

a) HTML形式の通知テンプレートを選択します。テキストリソースで設定したHTML形式の通知から選
択します。テンプレートが設定されていなかった場合、システムはデフォルトのテンプレートを使用

します。

b) テキスト形式の通知テンプレートを選択します。テキストリソースで設定したテキスト形式の通知か
ら選択します。テンプレートが設定されていなかった場合、システムはデフォルトのテンプレートを

使用します。

これらのオプションは、ローカライズされたエンベロープを使用している場合には使用でき

ません。

（注）

ステップ 15 暗号化失敗通知用の件名ヘッダーを入力します。暗号化プロセスがタイムアウトした場合、アプライアン
スは通知を送信します。

ステップ 16 メッセージ本文の暗号化失敗通知テンプレートを選択します。テキストリソースで設定した暗号化失敗通
知テンプレートから選択します。テンプレートが設定されていなかった場合、システムはデフォルトのテ

ンプレートを使用します。

ステップ 17 変更を送信し、保存します。

ステップ 18 Cisco Registered Envelope Serviceを使用する場合、アプライアンスをプロビジョニングする手順を追加で
実行する必要があります。アプライアンスをプロビジョニングすると、暗号化プロファイルがホステッド

キーサービスと共に登録されます。アプライアンスをプロビジョニングするには、登録する暗号化プロ

ファイルの [プロビジョニング（Provision）]ボタンをクリックします。

エンベロープのデフォルトロケールの設定

エンベロープのデフォルトロケールは英語です。Cisco Registered Envelope Serviceを選択してお
り、このサービスでエンベロープのローカリゼーションがサポートされている場合は、エンベロー

プのロケールを次のいずれかに変更できます。

•英語

•フランス語

•ドイツ語

•日本語

•ポルトガル語

•スペイン語

はじめる前に
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•キーサービスタイプとして Cisco Registered Envelope Serviceを使用し、エンベロープのロー
カリゼーションがイネーブルな状態で、暗号化プロファイルを作成します。キーサービスに

よる暗号化メッセージの処理方法の設定, （530ページ）を参照してください。

• CiscoRegistered Envelope Serviceでエンベロープのローカリゼーションがサポートされている
ことを確認します。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [Cisco IronPort電子メール暗号化（Cisco IronPort Email
Encryption）]をクリックします。

ステップ 2 既存の暗号化プロファイルを開きます。

ステップ 3 [通知設定（Notification Settings）]セクションの [ローカライズされたエンベロープ（LocalizedEnvelopes）]
ドロップダウンリストからロケールを選択します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 5 [変更を確定（Commit Changes）]をクリックします。

PXE エンジンの最新バージョンへの更新
[Ciscoメール暗号化設定（Cisco Email Encryption Settings）]ページには、PXEエンジンの現在の
バージョンおよびアプライアンスで使用するドメインマッピングファイルが表示されます。[セ
キュリティサービス（Security Services）] > [サービスアップデート（ServiceUpdates）]ページ（ま
たは CLIの updateconfigコマンド）を使用して、自動的に PXEエンジンを更新するように 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、サービスアップデート, （
987ページ）を参照してください。

また、[IronPortメール暗号化設定（IronPort Email Encryption Settings）]ページの [PXEエンジンの
更新（PXE Engine Updates）]セクションの [今すぐ更新（Update Now）]ボタン（または CLIの
encryptionupdateコマンド）を使用して、手動でエンジンを更新することもできます。

暗号化するメッセージの決定
暗号化プロファイルの作成後、どの電子メールメッセージを暗号化すべきかを決める発信コンテ

ンツフィルタを作成する必要があります。コンテンツフィルタは、発信電子メールをスキャンし

てメッセージが指定された条件に一致するか判断します。コンテンツフィルタによりメッセージ

が条件に一致すると判断されたら、Cisco Eメールセキュリティアプライアンスはメッセージを
暗号化し、生成されたキーをキーサーバに送信します。このアプライアンスは、使用するキー

サーバを決定するための、暗号化プロファイルで指定された設定と、他の暗号化設定を使用しま

す。

データ漏洩防止スキャン後に解放された後でも、メッセージを暗号化できます。詳細については、

DLP違反アクション（メッセージアクション）に対して実行するアクションの定義, （516ペー
ジ）を参照してください。
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TLS 接続を暗号化の代わりに使用
ドメイン用に指定された送信先コントロールに基づき、Eメールセキュリティアプライアンス
は、メッセージを暗号化する代わりに TLS接続を介してメッセージをセキュアに中継できます
（TLS接続が使用可能な場合）。アプライアンスは、送信先コントロール（Required、Preferred、
またはNone）のTLS設定と暗号化コンテンツフィルタで定義されたアクションに基づいて、メッ
セージを暗号化するか TLS接続で送信するか決定します。

コンテンツフィルタ作成時に、必ずメッセージを暗号化するか、まずTLS接続で送信を試みて、
TLS接続が使用不可であればメッセージを暗号化するかを指定できます。次の表では、暗号化制
御フィルタがTLS接続でのメッセージの送信を試みる場合、Eメールセキュリティアプライアン
スが、ドメインの送信先コントロールの TLS設定に基づいてどのようにメッセージを送信するか
を示しています。

表 40：ESA アプライアンスの TLS サポート

TLS 接続が使用不可である場合
のアクション

TLS 接続が使用可能である場合
のアクション

送信先コントロール TLS 設定

エンベロープを暗号化して送信

します。

エンベロープを暗号化して送信

します。

なし

エンベロープを暗号化して送信

します。

TLS経由で送信します。TLS推奨

リトライまたはメッセージのバ

ウンス

TLS経由で送信します。TLS必須

送信先コントロールで TLSをイネーブルにする方法については、電子メールを受信するための
ゲートウェイの設定, （79ページ）を参照してください。

コンテンツフィルタを使用したメッセージの暗号化と即時配信

はじめる前に

•コンテンツフィルタを構築するための条件の概念を理解するには、コンテンツフィルタの
概要, （299ページ）を参照してください。
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•（任意）メッセージへの暗号化ヘッダーの挿入, （539ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [発信コンテンツフィルタ（Outgoing Content Filters）]に移動します。
ステップ 2 [フィルタ（Filters）]セクションで、[フィルタを追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 [条件（Conditions）]セクションで、[条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 4 暗号化するメッセージをフィルタリングする条件を追加します。たとえば、機密資料を暗号化するため

に、件名または本文に特定の単語またはフレーズ（「Confidential」など）を含むメッセージを識別する条
件を追加できます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
ステップ 6 任意で、[アクションを追加（Add Action）]をクリックし、[ヘッダーの追加（Add Header）]を選択し、

追加の暗号化設定を指定する暗号化ヘッダーをメッセージに挿入します。

ステップ 7 [アクション（Actions）]セクションで、[アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 8 [アクションを追加（AddAction）]リストから [暗号化して今すぐ配信(最終アクション)（Encrypt andDeliver

Now (Final Action)）]を選択します。
ステップ 9 条件に合致するメッセージを常に暗号化するか、TLS接続を介した送信の試行が失敗したときのみメッ

セージを暗号化するかを選択します。

ステップ 10 コンテンツフィルタに関連付ける暗号化プロファイルを選択します。
暗号化プロファイルは、使用するキーサーバ、セキュリティレベル、およびメッセージエンベロープの

フォーマット化に関する設定、および他のメッセージ設定を指定します。暗号化プロファイルをコンテン

ツフィルタに関連付けた場合、コンテンツフィルタはこれらの格納された設定を暗号化メッセージに使

用します。

ステップ 11 メッセージの件名を入力します。

ステップ 12 [OK]をクリックします。
次の図のコンテンツフィルタは、メッセージ本文でABAコンテンツを検索するコンテンツフィルタを示
します。コンテンツフィルタで定義されているアクションは、電子メールを暗号化して配信すると指定し

ています。

図 35：暗号化コンテンツフィルタ
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ステップ 13 暗号化アクションを追加した後、[送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 14 変更を保存します。

次の作業

コンテンツフィルタを追加したら、フィルタを発信メールポリシーに追加する必要があります。

組織のニーズに応じて、デフォルトポリシーでコンテンツフィルタをイネーブルにする、または

フィルタを特定のメールポリシーに適用することを選択します。メールポリシーの操作について

は、メールポリシーの概要, （285ページ）を参照してください。

コンテンツフィルタを使用した配信時のメッセージの暗号化

配信時にメッセージを暗号化するコンテンツフィルタを作成するには、次の手順に従ってくださ

い。配信時の暗号化とは、メッセージが次の処理の段階に進み、すべての処理が完了した時点で、

メッセージが暗号化され、配信されることを意味します。

はじめる前に

•コンテンツフィルタを構築するための条件の概念を理解するには、コンテンツフィルタの
概要, （299ページ）を参照してください。

•（任意）メッセージへの暗号化ヘッダーの挿入, （539ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [発信コンテンツフィルタ（Outgoing Content Filters）]に移動します。
ステップ 2 [フィルタ（Filters）]セクションで、[フィルタを追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 [条件（Conditions）]セクションで、[条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 4 暗号化するメッセージをフィルタリングする条件を追加します。たとえば、機密資料を暗号化するため

に、件名または本文に特定の単語またはフレーズ（「Confidential」など）を含むメッセージを識別する条
件を追加できます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
ステップ 6 任意で、[アクションを追加（Add Action）]をクリックし、[ヘッダーの追加（Add Header）]を選択し、

追加の暗号化設定を指定する暗号化ヘッダーをメッセージに挿入します。

ステップ 7 [アクション（Actions）]セクションで、[アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 8 [アクションを追加（Add Action）]リストから [配信時の暗号化（Encrypt on Delivery）]を選択します。
ステップ 9 条件に合致するメッセージを常に暗号化するか、TLS接続を介した送信の試行が失敗したときのみメッ

セージを暗号化するかを選択します。

ステップ 10 コンテンツフィルタに関連付ける暗号化プロファイルを選択します。
暗号化プロファイルは、使用するキーサーバ、セキュリティレベル、およびメッセージエンベロープの

フォーマット化に関する設定、および他のメッセージ設定を指定します。暗号化プロファイルをコンテン
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ツフィルタに関連付けた場合、コンテンツフィルタはこれらの格納された設定を暗号化メッセージに使

用します。

ステップ 11 メッセージの件名を入力します。

ステップ 12 [OK]をクリックします。
ステップ 13 暗号化アクションを追加した後、[送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 14 変更を保存します。

次の作業

コンテンツフィルタを追加したら、フィルタを発信メールポリシーに追加する必要があります。

組織のニーズに応じて、デフォルトポリシーでコンテンツフィルタをイネーブルにする、または

フィルタを特定のメールポリシーに適用することを選択します。メールポリシーの操作について

は、メールポリシーの概要, （285ページ）を参照してください。

メッセージへの暗号化ヘッダーの挿入
AsyncOSでは、コンテンツフィルタまたはメッセージフィルタを使って SMTPヘッダーをメッ
セージに挿入することで、暗号化設定をメッセージに追加できます。暗号化ヘッダーは、関連付

けられた暗号化プロファイルで定義されている暗号化設定を上書きすることが可能で、指定され

た暗号化機能をメッセージに適用できます。

Cisco暗号化アプライアンスはフラグ付きのメッセージを処理するように設定する必要があり
ます。

（注）

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [発信コンテンツフィルタ（Outgoing Content Filters）]または [受信コ
ンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]に進みます。

ステップ 2 [フィルタ（Filters）]セクションで、[フィルタを追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 [アクション（Actions）]セクションで、[アクションを追加（AddAction）]をクリックして [ヘッダーの追

加/編集（ヘッダーの追加/編集）]を選択し、追加の暗号化設定を指定するためにメッセージに暗号化ヘッ
ダーを挿入します。

たとえば、Registered Envelopeを送信後 24時間で期限切れにする場合は、ヘッダー名として
X-PostX-ExpirationDate、ヘッダーの値として +24:00:00を入力します。

暗号化ヘッダー

次の表に、メッセージに追加可能な暗号化ヘッダーを示します。
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表 41：電子メール暗号化ヘッダー

値説明MIME ヘッダー

[返信（Reply）]ボタンを表示または非表示
にするかを示すブール値。trueに設定すると
ボタンを表示します。The default value is false
.

メッセージで安全な返信をイネーブルにする

かを示し、メッセージバーに [返信（Reply）]
ボタンを表示します。このヘッダーは、メッ

セージに暗号化設定を追加します。

X-PostX-Reply- Enabled

[全員に返信（ReplyAll）]ボタンを表示また
は非表示にするかを示すブール値。trueに設
定するとボタンを表示します。The default
value is false .

メッセージで安全な「全員に返信」をイネー

ブルにするかを示し、メッセージバーに [全員
に返信（Reply All）]ボタンを表示します。こ
のヘッダーは、デフォルトのプロファイル設

定を上書きします。

X-PostX-Reply-All-
Enabled

[転送（Forward）]ボタンを表示または非表
示にするかを示すブール値。trueに設定する
とボタンを表示します。The default value is
false .

メッセージの安全な転送をイネーブルにする

かを示し、メッセージバーに [転送
（Forward）]ボタンを表示します。このヘッ
ダーは、デフォルトのプロファイル設定を上

書きします。

X-PostX-Forward-
Enabled

開封確認を送信するかしないかを示すブー

ル値。trueに設定するとボタンを表示しま
す。The default value is false .

開封確認をイネーブルにするかを示します。

受信者が安全なエンベロープを開くと、送信

者は開封確認を受信します。このヘッダーは、

デフォルトのプロファイル設定を上書きしま

す。

X-PostX-Send-Return-
Receipt

相対的な日付や時間を含む文字列値。相対

的な時間、分、秒には+HH:MM:SS形式、相
対的な日付には+D形式を使います。デフォ
ルトでは、有効期限はありません。

送信前にRegisteredEnvelopeの有効期限の日付
を設定します。有効期限後は、キーサーバに

よりRegisteredEnvelopeへのアクセスが制限さ
れます。Registered Envelopeは、メッセージの
期限が切れたというメッセージを表示します。

このヘッダーは、メッセージに暗号化設定を

追加します。

Cisco Registered Envelope Serviceを使用してい
る場合、メッセージ送信後にhttp://res.cisco.com
のWebサイトにログインして、メッセージ管
理機能でメッセージの有効期限を設定、調整、

削除できます。

X-PostX-Expiration
Date

相対的な日付や時間を含む文字列値。相対

的な時間、分、秒には+HH:MM:SS形式、相
対的な日付には+D形式を使います。デフォ
ルトでは、有効期限はありません。

X-PostX-ReadNotification

Date
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値説明MIME ヘッダー

送信前にRegisteredEnvelopeの「開封期限」の
日付を設定します。Registered Envelopeがこの
期限までに読まれなかった場合、ローカルキー

サーバは通知を生成します。このヘッダーを

持つ Registered Envelopeは、Cisco Registered
Envelope Serviceでは機能せず、ローカルキー
サーバでのみ機能します。このヘッダーは、

メッセージに暗号化設定を追加します。

復号化アプレットをディセーブルにするか

しないかのブール値。アプレットをディセー

ブルにするには trueに設定します。The
default value is false .

復号化アプレットをディセーブルにするかし

ないかを示します。復号化アプレットにより、

ブラウザ環境でメッセージの添付ファイルが

開かれます。アプレットをディセーブルにす

ると、メッセージの添付ファイルはキーサー

バで復号化されます。このオプションをディ

セーブルにすると、メッセージの開封により

時間がかかるようになりますが、ブラウザ環

境に依存しなくなります。このヘッダーは、

デフォルトのプロファイル設定を上書きしま

す。

X-PostX-Suppress-Applet-

For-Open

JavaScriptアプレットを含めるか含めないか
のブール値。JavaScriptを含まないエンベロー
プを送信するには、falseに設定します。デ
フォルト値は trueです。

JavaScriptを含まないエンベロープを送信する
かしないかを示します。JavaScriptを含まない
エンベロープとは、受信者のコンピュータ上

でエンベロープをローカルに開封するために

使われる JavaScriptを含まない Registered
Envelopeのことです。受信者は、メッセージ
を見るにはOpenOnlineメソッド、またはOpen
by Forwardingメソッドのいずれかを使用する
必要があります。受信者のドメインのゲート

ウェイにより JavaScriptが削除され、暗号化さ
れたメッセージを開封できない場合、このヘッ

ダーを使います。このヘッダーはメッセージ

に暗号化設定を追加します。

X-PostX-Use-Script

エンベロープキーのキャッシュをイネーブ

ルにするか、[このエンベロープのパスワー
ドを記憶する（Remember the password for this
envelope）]チェックボックスを表示するか
しないかのブール値。The default value is false
.

X-PostX-Remember-Envelope
-Key-Checkbox
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値説明MIME ヘッダー

オフラインでエンベロープを開封するため、

エンベロープ固有のキーのキャッシュを許可

するかしないかを示します。エンベロープキー

のキャッシングでは、受信者が正しいパスフ

レーズを入力し、[このエンベロープのパスワー
ドを記憶する（Remember the password for this
envelope）]チェックボックスをオンにした場
合、個別のエンベロープの復号化キーが受信

者のコンピュータでキャッシュされます。こ

れ以降、受信者はそのコンピュータでエンベ

ロープを再開封するためにパスフレーズをも

う一度入力する必要はありません。このヘッ

ダーは、メッセージに暗号化設定を追加しま

す。

暗号化ヘッダーの例

この項では、暗号化ヘッダーの例を示します。

オフラインでの開封のためエンベロープキーをイネーブルにする

エンベロープキーのキャッシュをイネーブルにしてRegisteredEnvelopeを送信するには、次のヘッ
ダーをメッセージに挿入します。

X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox: true

[このエンベロープのパスワードを記憶する（Remember the password for this envelope）]チェック
ボックスが Registered Envelopeに表示されます。

JavaScript を含まないエンベロープのイネーブル化
JavaScriptを含めずに Registered Envelopeを送信するには、次のヘッダーをメッセージに挿入しま
す。

X-PostX-Use-Script: false

受信者が securedoc.html添付ファイルを開くと、Registered Envelopeが [オンラインで開く（Open
Online）]リンクと共に表示され、[開く（Open）]ボタンがディセーブルになります。

メッセージ有効期限のイネーブル化

送信後、24時間で有効期限が切れるようにメッセージを設定するには、次のヘッダーをメッセー
ジに挿入します。
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X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00

送信後24時間は、受信者はその暗号化されたメッセージを開封して内容を見ることができます。
それ以降、RegisteredEnvelopeでは、エンベロープの有効期限が切れたことを示すメッセージが表
示されます。

復号化アプレットの無効化

復号化アプレットをディセーブルにし、メッセージの添付ファイルをキーサーバで復号するに

は、次のヘッダーをメッセージに挿入します。

X-PostX-Suppress-Applet-For-Open: true

復号化アプレットをディセーブルにしている場合、メッセージの開封には時間がかかります

が、ブラウザ環境には依存しなくなります。

（注）
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第 20 章

S/MIME セキュリティサービス

この章は、次の項で構成されています。

• S/MIMEセキュリティサービスの概要, 545 ページ

• Eメールセキュリティアプライアンスでの S/MIMEセキュリティサービス, 546 ページ

• S/MIMEを使用した発信メッセージの署名、暗号化、または署名と暗号化, 550 ページ

• S/MIMEを使用した着信メッセージの検証、復号化、または復号化と検証, 562 ページ

• S/MIME証明書の要件, 569 ページ

• 公開キーの管理, 571 ページ

S/MIME セキュリティサービスの概要
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions（S/MIME）は、安全な検証済みの電子メールメッセー
ジを送受信するための標準ベースの方式です。S/MIMEでは、公開/秘密キーのペアを使用してメッ
セージを暗号化または署名します。この方法により、

•メッセージが暗号化されている場合、メッセージ受信者のみが暗号化されたメッセージを開
くことができます。

•メッセージが署名されている場合、メッセージ受信者は送信者のドメインのアイデンティ
ティを検証して、転送中にメッセージが変更されていないことを確信できます。

S/MIMEの詳細については、次の RFCを確認してください。

• RFC 5750：Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions（S/MIME）Version 3.2 - Certificate
Handling

• RFC 5751：Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions（S/MIME）Version 3.2 - Message
Specification

• RFC 3369：Cryptographic Message Syntax
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E メールセキュリティアプライアンスでの S/MIME セキュ
リティサービス

組織では、すべてのエンドユーザが独自の証明書を所有していなくても、S/MIMEを使用して安
全に通信したいと考えています。このような組織に対してEメールセキュリティアプライアンス
は、個々のユーザではなく組織を識別する証明書を使用して、ゲートウェイレベルで S/MIMEセ
キュリティサービス（署名、暗号化、検証および復号化）をサポートします。、

Eメールセキュリティアプライアンスは、Business-to-Business（B2B）およびBusiness-to-Consumer
（B2C）シナリオに次の S/MIMEセキュリティサービスを提供します。

• S/MIMEを使用したメッセージの署名、暗号化、または署名と暗号化S/MIMEを使用した発
信メッセージの署名、暗号化、または署名と暗号化, （550ページ）を参照してください。

• S/MIMEを使用したメッセージの検証、復号化、または復号化と検証S/MIMEを使用した着
信メッセージの検証、復号化、または復号化と検証, （562ページ）を参照してください。
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S/MIME セキュリティサービスのしくみについて

シナリオ：Business-to-Business（B2B）

企業 Aと Bは、両社の間でやり取りするすべてのメッセージを、S/MIMEを使用して署名および
暗号化したいと考えています。企業 Aは、ゲートウェイレベルで S/MIMEセキュリティサービ
スを実行するように Eメールセキュリティアプライアンスを設定しています。企業 Bは、ゲー
トウェイレベルで S/MIMEセキュリティサービスを実行するようにサードパーティアプリケー
ションを設定しています。

現在の例では、企業 Bはサードパーティアプリケーションを使用して S/MIMEセキュリティ
サービスを実行していると仮定します。実際には、これはゲートウェイレベルで S/MIMEセ
キュリティサービスを実行できる任意のアプリケーションまたはアプライアンス（Eメール
セキュリティアプライアンスを含む）になります。

（注）
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企業 A が企業 B にメッセージを送信：

1 Bob（企業A）は電子メールクライアントを使用して、未署名の暗号化されていないメッセー
ジを Dave（企業 B）に送信します。

2 企業 Aの Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージを署名および暗号化して企業
Bに送信します。

3 企業 Bのゲートウェイで、サードパーティアプリケーションはメッセージを復号化および検
証します。

4 Daveは暗号化されていない未署名のメッセージを受信します。

企業 B が企業 A にメッセージを送信：

1 Dave（企業B）は電子メールクライアントを使用して、未署名の暗号化されていないメッセー
ジを Bob（企業 A）に送信します。

2 企業 Bのゲートウェイで、サードパーティアプリケーションはメッセージを署名および暗号
化して企業 Aに送信します。

3 企業 Aの Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージを復号化および検証します。
4 Bobは暗号化されていない未署名のメッセージを受信します。
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シナリオ：Business-to-Consumer

企業 Aと Bは、両社の間でやり取りするすべてのメッセージを、S/MIMEを使用して署名および
暗号化したいと考えています。企業 Aは、ゲートウェイレベルで S/MIMEセキュリティサービ
スを実行するように Eメールセキュリティアプライアンスを設定しています。企業 Bは、すべ
てのユーザの電子メールクライアントを、S/MIMEセキュリティサービスを実行するように設定
しています。

企業 A が企業 B にメッセージを送信：

1 Alice（企業A）は電子メールクライアントを使用して、未署名の暗号化されていないメッセー
ジを Erin（企業 B）に送信します。

2 企業 Aの Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージを署名および暗号化して企業
Bに送信します。

3 企業Bの電子メールクライアントは、メッセージを復号化および検証してErinに表示します。
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企業 B が企業 A にメッセージを送信：

1 Erin（企業B）は電子メールクライアントを使用し、メッセージを署名および暗号化してAlice
（企業 A）に送信します。

2 企業 Aの Eメールセキュリティアプライアンスは、メッセージを復号化および検証します。
3 Aliceは暗号化されていない未署名のメッセージを受信します。

S/MIME を使用した発信メッセージの署名、暗号化、また
は署名と暗号化

Eメールセキュリティアプライアンスを使用して、発信および着信メッセージの署名、暗号
化、および署名と暗号化を行うことができます。

（注）

E メールセキュリティアプライアンスでの S/MIME 署名および暗号化
ワークフロー

S/MIME 署名ワークフロー
次のプロセスでは、Eメールセキュリティアプライアンスで S/MIME署名を実行する方法につい
て説明します。

1 メッセージにハッシュアルゴリズムを適用して、メッセージダイジェストを作成します。

2 アプライアンスの S/MIME証明書の秘密キーを使用して、メッセージダイジェストを暗号化
します。

3 暗号化されたメッセージダイジェストおよびアプライアンスの S/MIME証明書の公開キーを
使用して、PKCS7署名を作成します。

4 メッセージに PKCS7署名を添付して、メッセージに署名します。
5 署名されたメッセージを受信者に送信します。

S/MIME 暗号化ワークフロー
次のプロセスでは、Eメールセキュリティアプライアンスで S/MIME暗号化を実行する方法につ
いて説明します。

1 疑似乱数セッションキーを作成します。

2 セッションキーを使用してメッセージ本文を暗号化します。

3 受信者（ゲートウェイまたはコンシューマ）の S/MIME証明書の公開キーを使用して、セッ
ションキーを暗号化します。

4 暗号化されたセッションキーをメッセージに添付します。

5 暗号化されたメッセージを受信者に送信します。
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アプライアンスでPXEおよびS/MIME暗号化がイネーブルになっている場合、Eメールセキュ
リティアプライアンスはまず S/MIMEを使用し、次に PXEを使用してメッセージを暗号化し
ます。

（注）

S/MIME を使用して発信メッセージの署名、暗号化、または署名と暗
号化を行う方法

詳細（More Info）操作内容手順

S/MIME証明書の要件,（569ページ）
を参照してください。

S/MIME証明書の要件を把握します。ステップ 1

参照先：

• S/MIME署名用の証明書の設定,
（552ページ）

• S/MIME暗号化用の公開キーの設
定, （555ページ）

要件に応じて、次のいずれかを実行します。

• S/MIME署名の場合、S/MIME署名証明
書を設定します。

• S/MIME暗号化の場合、受信者の
S/MIME証明書の公開キーを設定しま
す。

• S/MIME署名および暗号化の場合、
S/MIME署名証明書と受信者のS/MIME
証明書の公開キーをそれぞれ設定しま

す。

ステップ 2

メッセージの署名、暗号化、または署

名および暗号化用のS/MIME送信プロ
ファイルの作成, （558ページ）を参
照してください。

メッセージの署名、暗号化、または署名と暗

号化を行うためのプロファイルを作成しま

す。

ステップ

3：

署名、暗号化、または署名と暗号化を

行うメッセージの決定,（560ページ）
を参照してください。

アプライアンスでメッセージの署名、暗号

化、または署名と暗号化を行うために、メッ

セージが満たすべき条件を定義します。

ステップ

4：

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
551

S/MIME セキュリティサービス
S/MIME を使用して発信メッセージの署名、暗号化、または署名と暗号化を行う方法



詳細（More Info）操作内容手順

参照先：

•コンテンツフィルタを使用した
メッセージの署名、暗号化、ま

たは署名と暗号化および即時配

信, （560ページ）

•コンテンツフィルタを使用した
配信時のメッセージの署名、暗

号化、または署名と暗号化, （
561ページ）

電子メールのワークフローでいつメッセー

ジの署名、暗号化、または署名と暗号化を行

うかを決定します。

ステップ

5：

メールポリシーを作成します。

参照先：メールポリシー, （285ペー
ジ）

メッセージを署名または暗号化するユーザ

グループを定義します。

ステップ

6：

メールポリシーにコンテンツフィル

タを関連付けます。

参照先：メールポリシー, （285ペー
ジ）

定義した署名または暗号化アクションを、定

義したユーザグループに関連付けます。

ステップ 7

CLIを使用して S/MIME署名、暗号化、または署名と暗号化を実行する場合は、smimeconfig
コマンドを使用します。『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』
を参照してください。

（注）

S/MIME 署名用の証明書の設定
メッセージに署名するための S/MIME証明書を設定する必要があります。Eメールセキュリティ
アプライアンスでは、次のいずれかの方法を使用して S/MIME署名証明書を設定できます。

•アプライアンスを使用して自己署名 S/MIME証明書を作成します。自己署名 S/MIME証明書
の作成, （553ページ）を参照してください。

•既存のS/MIME証明書をアプライアンスにインポートします。S/MIME署名証明書のインポー
ト, （554ページ）を参照してください。
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署名されたメッセージを企業内のユーザに送信、またはテスト環境で送信するには、自己署名

S/MIME証明書を使用することが推奨されます。署名されたメッセージを外部ユーザに送信、
または実稼働環境で送信するには、信頼できるCAから取得した有効な S/MIME証明書を使用
します。

（注）

S/MIMEの証明書要件については、S/MIME証明書の要件, （569ページ）を参照してください。

自己署名 S/MIME 証明書の作成
WebインターフェイスまたはCLIを使用して、RFC5750（Secure/Multipurpose InternetMail Extensions
(S/MIME) Version 3.2 - Certificate Handling）に準拠する自己署名 S/MIME証明書を生成できます。

署名されたメッセージを企業内のユーザに送信、またはテスト環境で送信するには、自己署名

S/MIME証明書を使用することが推奨されます。
（注）

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]をクリックします。
ステップ 2 [証明書の追加（Add Certificate）]をクリックします。
ステップ 3 [自己署名S/MIME証明書の作成（Create Self-Signed S/MIME Certificate）]を選択します。
ステップ 4 自己署名証明書に、次の情報を入力します。

完全修飾ドメイン名。Common Name

組織の正確な正式名称。Organization

組織の部署名。組織

組織の本拠地がある都市。市（地名）（City (Locality)）

組織の本拠地がある州、郡、または地方。州/県（State (Province)）

組織の本拠地がある 2文字の ISO国名コード。国（Country）

証明書が期限切れになるまでの日数。失効までの期間（Duration before
expiration）

このフィールドを設定した場合、指定したドメインのユーザは署

名されたメッセージを送信できます。

署名されたメッセージの送信元のドメイン名。たとえば、

domain.comや*.domain.netなどです。複数エントリの場合、カン
マ区切りリストを使用します。

サブジェクトの別名（ドメイン）

（Subject Alternative Name
（Domains））
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完全修飾ドメイン名。Common Name

このフィールドを設定した場合、指定したユーザのみが署名され

たメッセージを送信できます。

署名されたメッセージを送信するユーザの電子メールアドレス

（例：user@somedomain.com）。複数エントリの場合、カンマ区
切りリストを使用します。

サブジェクトの別名（Eメール）
（Subject Alternative Name（Email））

証明書署名要求（CSR）を生成する秘密キーのサイズ。秘密キーサイズ（Private Key Size）

S/MIME署名証明書には、サブジェクトの別名（ドメイン）とサブジェクトの別名（Eメール）
の両方を含めることができます。

（注）

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックして、証明書および署名情報を確認します。
ステップ 6 要件に応じて、次を実行します。

•証明書の名前を入力します。

•自己署名証明書のCSRを認証局に送信する場合、[証明書署名要求をダウンロード（DownloadCertificate
Signing Request）]をクリックしてローカルまたはネットワークマシンに PEM形式で CSRを保存し
ます。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIを使用して自己署名 S/MIME証明書を生成するには、certconfigコマンドを使用します。（注）

S/MIME 署名証明書のインポート
メッセージに署名するための S/MIME証明書がすでにある場合、インポートしてアプライアンス
に追加できます。

はじめる前に
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インポートする S/MIME証明書が、S/MIME証明書の要件, （569ページ）に記載されている要件
を満たしていることを確認します。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]をクリックします。
ステップ 2 [証明書の追加（Add Certificate）]をクリックします。
ステップ 3 [証明書のインポート（Import Certificate）]を選択します。
ステップ 4 ネットワーク上またはローカルマシンの証明書ファイルへのパスを入力します。

ステップ 5 ファイルのパスフレーズを入力します。

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックして証明書の情報を表示します。
ステップ 7 証明書の名前を入力します。

ステップ 8 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIを使用して S/MIME証明書をインポートするには、certconfigコマンドを使用します。（注）

S/MIME 暗号化用の公開キーの設定
メッセージを暗号化するには、受信者の S/MIME証明書の公開キーをアプライアンスに追加する
必要があります。組織のポリシーおよびプロセスに応じて、次のいずれかの方法を使用して公開

キーをアプライアンスに追加できます。

•受信者に、電子メールなどの電子チャネルを使用して公開キーを送信するよう要求します。
その後、Webインターフェイスまたは CLIを使用して公開キーを追加できます。

公開キーを追加する手順については、S/MIME暗号化用の公開キーの追加, （555ページ）を
参照してください。

• WebインターフェイスまたはCLIを使用して公開キーの収集をイネーブルにし、受信者に署
名されたメッセージを送信するよう要求します。Eメールセキュリティアプライアンスで
は、署名されたメッセージから公開キーを収集できます。

署名された着信メッセージから公開キーを収集する方法については、公開キーの収集,（556
ページ）を参照してください。

S/MIME 暗号化用の公開キーの追加
はじめる前に

•公開キーがS/MIME証明書の要件, （569ページ）に説明されている要件を満たしていること
を確認します。
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•公開キーが PEM形式であることを確認します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [公開キー（Public Keys）]をクリックします。
ステップ 2 [公開キーを追加（Add Public Key）]をクリックします。
ステップ 3 公開キーの名前を入力します。

ステップ 4 公開キーを入力します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIを使用して公開キーを追加するには、smimeconfigコマンドを使用します。（注）

S/MIME 収集済み公開キー
公開キーを着信 S/MIME署名済みメッセージから取得（収集）し、収集したキーを使用して暗号
化済みメッセージを収集したキーの所有者（ビジネスまたはコンシューマ）に送信するように、

Eメールセキュリティアプライアンスを設定できます。

公開キーの収集は、メールフローポリシーでイネーブルにできます。収集したすべての公開キー

は、[S/MIME収集済み公開キー（S/MIME Harvested Public Key）]ページに表示されます。

公開キーの収集

公開キーを着信S/MIME署名済みメッセージから取得（収集）し、これを使用して暗号化済みメッ
セージを収集したキーの所有者（ビジネスまたはコンシューマ）に送信するように、Eメールセ
キュリティアプライアンスを設定できます。

デフォルトでは、期限切れまたは自己署名 S/MIME証明書の公開キーは収集されません。（注）

はじめる前に

送信者の S/MIME証明書の公開キーが、S/MIME証明書の要件, （569ページ）に説明されている
要件を満たしていることを確認します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]をクリックします。
ステップ 2 新しいメールフローポリシーを作成するか、既存のポリシーを変更します。

ステップ 3 [セキュリティサービス（Security Features）]セクションまでスクロールします。
ステップ 4 [S/MIME公開キーの収集（S/MIME Public Key Harvesting）]で以下を実行します。
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S/MIME公開キーの収集をイネーブルにします。•

•（任意）署名された着信メッセージの検証に失敗した場合、公開キーを収集するかどうかを選択しま
す。

•（任意）更新された公開キーを収集するかどうかを選択します。

48時間以内に同じドメインまたはメッセージから複数の更新された公開キーを受信すると、ア
プライアンスは警告アラートを送信します。

（注）

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

アプライアンス上の、収集された公開キーのリポジトリのサイズは 512 MBです。リポジトリ
が一杯になると、Eメールセキュリティアプライアンスにより未使用の公開キーが自動的に
削除されます。

CLIを使用してキーの収集をイネーブルにするには、listenerconfigコマンドを使用します。

（注）

次のステップ

署名されたメッセージをEメールセキュリティアプライアンスの管理者に送信するよう、受信者
に要求します。Eメールセキュリティアプライアンスは、署名されたメッセージから公開キーを
収集し、[メールポリシー（Mail Policies）] > [収集済み公開キー（Harvested Public Keys）]ページ
に表示します。

S/MIME 送信プロファイルの管理
S/MIME送信プロファイルでは、次のようなパラメータを定義できます。

•署名、暗号化など、使用する S/MIMEモード。

•署名を行うための S/MIME証明書

•不透明、分離など、使用する S/MIME署名モード。

•受信者の S/MIME証明書の公開キーをアプライアンスで利用できない場合に実行するアク
ション。

たとえば、ある組織に送信するメッセージはすべて署名済みである必要があり、別の組織に送信

するメッセージはすべて署名済みかつ暗号化済みである必要があるとします。このシナリオでは、

署名のみ、および署名および暗号化の 2つの送信プロファイルを作成する必要があります。

Webインターフェイスまたは CLIを使用して、S/MIME送信プロファイルを作成、編集、削除、
インポート、エクスポート、および検索できます。
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メッセージの署名、暗号化、または署名および暗号化用の S/MIME 送信プロファイ
ルの作成

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [送信プロファイル（Sending Profiles）]をクリックします。
ステップ 2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
ステップ 3 次のフィールドを設定します。

送信プロファイルの名前を入力します。S/MIME プロファイル
名（S/MIME Profile
Name）

S/MIMEモードを選択します。値は次のとおりです。

•署名（Sign）

•暗号化

•署名/暗号化（Sign/Encrypt）。署名してから暗号化します

• 3倍（Triple）。署名、暗号化してから再度署名します

[署名（Sign）]、[署名/暗号化（Sign/Encrypt）]または [3倍（Triple）]
のいずれかの S/MIMEモードを使用している場合、署名に失敗すると
メッセージはバウンスされます。

（注）

S/MIMEモード
（S/MIME Mode）

使用する署名付き証明書を選択します。

このフィールドを設定する必要があるのは、[署名（Sign）]、[署名/暗
号化（Sign/Encrypt）]または [3倍（Triple）]のいずれかの S/MIME
モードを選択した場合のみです。

（注）

署名付き証明書

（Signing Certificate）

S/MIME署名モードを選択します。値は次のとおりです。

•不透明（Opaque）。不透明署名メッセージでは、メッセージと署名が 1番
目の部分に結合されて含められ、署名を検証することでのみ読み取ること

ができます。

•分離（Detached）。署名情報は、署名されるテキストと分離されます。こ
のMIMEタイプは 2番目の部分に application/(x-)pkcs7-mimeのMIMEサブ
タイプを持つ multipart/signedです。

このフィールドを設定する必要があるのは、[署名（Sign）]、[署名/暗
号化（Sign/Encrypt）]または [3倍（Triple）]のいずれかの S/MIME
モードを選択した場合のみです。

（注）

S/MIME署名モード
（S/MIMESignMode）
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送信プロファイルの名前を入力します。S/MIME プロファイル
名（S/MIME Profile
Name）

受信者の公開キーを利用できない場合に Eメールセキュリティアプライアンス
が実行すべきアクションを選択します。値は次のとおりです。

•バウンス（Bounce）。いずれかの受信者の公開キーを利用できない場合、
メッセージは送信者にバウンスされます。

•ドロップ（Drop）。いずれかの受信者の公開キーを利用できない場合、メッ
セージはドロップされます。

•分割（Split）。メッセージが分割されます。公開キーを利用できない受信
者へのメッセージは暗号化されずに配信され、公開キーを利用できる受信

者へのメッセージは暗号化されて配信されます。

例：bob@example1.comと dave@example2.comにメッセージを送信し、
dave@example2.comの公開キーを利用できないとします。このシナリオで、[分
割（Split）]を選択した場合、Eメールセキュリティアプライアンスは次の処理
を行います。

•メッセージを暗号化してから bob@example1.comに配信します。

•メッセージを暗号化せずに dave@example2.comに配信します。

このフィールドを設定する必要があるのは、[暗号化（Encrypt）]、[署
名/暗号化（Sign/Encrypt）]または [3倍（Triple）]のいずれかのS/MIME
モードを選択した場合のみです。

（注）

S/MIMEアクション
（S/MIME Action）

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIを使用して送信プロファイルを作成するには、smimeconfigコマンドを使用します。（注）
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S/MIME 送信プロファイルの編集

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [送信プロファイル（Sending Profiles）]をクリックします。
ステップ 2 変更する送信プロファイルをクリックします。

ステップ 3 メッセージの署名、暗号化、または署名および暗号化用の S/MIME送信プロファイルの作成, （558ペー
ジ）に説明されているように、フィールドを編集します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

署名、暗号化、または署名と暗号化を行うメッセージの決定

送信プロファイルを作成したら、署名、暗号化、または署名と暗号化を行うメッセージを決定す

る発信コンテンツフィルタを作成する必要があります。コンテンツフィルタは、発信電子メール

をスキャンしてメッセージが指定された条件に一致するか判断します。コンテンツフィルタに

よってメッセージが条件に一致すると判断されたら、Eメールセキュリティアプライアンスは
メッセージの署名、暗号化、または署名と暗号化を行います。

コンテンツフィルタを使用したメッセージの署名、暗号化、または署

名と暗号化および即時配信

はじめる前に
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コンテンツフィルタの条件を作成する概念を理解します。コンテンツフィルタの仕組み, （299
ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [発信コンテンツフィルタ（Outgoing Content Filters）]に移動します。
ステップ 2 [フィルタ（Filters）]セクションで、[フィルタを追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 [条件（Conditions）]セクションで、[条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 4 署名、暗号化、または署名と暗号化を行うメッセージをフィルタリングする条件を追加します。たとえ

ば、機密資料を暗号化するために、件名または本文に特定の単語またはフレーズ（「Confidential」など）
を含むメッセージを識別する条件を追加できます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
ステップ 6 [アクション（Actions）]セクションで、[アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 7 [アクションを追加（Add Action）]リストから [S/MIME署名/暗号化（最終アクション）（S/MIME

Sign/Encrypt（Final Action））]を選択します。
ステップ 8 コンテンツフィルタに関連付ける送信プロファイルを選択します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
ステップ 10 変更を送信し、保存します。

次の作業

コンテンツフィルタを追加したら、フィルタを発信メールポリシーに追加する必要があります。

組織のニーズに応じて、デフォルトポリシーでコンテンツフィルタをイネーブルにする、または

フィルタを特定のメールポリシーに適用することを選択します。メールポリシーの操作について

は、メールポリシーの概要, （285ページ）を参照してください。

コンテンツフィルタを使用した配信時のメッセージの署名、暗号化、

または署名と暗号化

配信時にメッセージを署名、暗号化、または署名および暗号化するコンテンツフィルタを作成し

ます。すなわち、メッセージは次の処理段階に進み、すべての処理が完了したら、メッセージは

署名、暗号化、または署名および暗号化されて配信されます。

はじめる前に
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•コンテンツフィルタの条件を作成する概念を理解します。コンテンツフィルタの概要,（299
ページ）を参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [発信コンテンツフィルタ（Outgoing Content Filters）]に移動します。
ステップ 2 [フィルタ（Filters）]セクションで、[フィルタを追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 [条件（Conditions）]セクションで、[条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 4 署名、暗号化、または署名と暗号化を行うメッセージをフィルタリングする条件を追加します。たとえ

ば、機密資料を暗号化するために、件名または本文に特定の単語またはフレーズ（「Confidential」など）
を含むメッセージを識別する条件を追加できます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
ステップ 6 [アクション（Actions）]セクションで、[アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 7 [アクションを追加（Add Action）]リストから [S/MIME署名/配信時に暗号化（S/MIME Sign/Encrypt on

Delivery）]を選択します。
ステップ 8 コンテンツフィルタに関連付ける送信プロファイルを選択します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
ステップ 10 変更を送信し、保存します。

次の作業

コンテンツフィルタを追加したら、フィルタを発信メールポリシーに追加する必要があります。

組織のニーズに応じて、デフォルトポリシーでコンテンツフィルタをイネーブルにする、または

フィルタを特定のメールポリシーに適用することを選択します。メールポリシーの操作について

は、メールポリシーの概要, （285ページ）を参照してください。

S/MIME を使用した着信メッセージの検証、復号化、また
は復号化と検証

Eメールセキュリティアプライアンスの S/MIMEセキュリティサービスを使用して、発信お
よび着信メッセージの検証、復号化、または復号化と検証を行うことができます。

（注）
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E メールセキュリティアプライアンスでの S/MIME 検証およびの復号
化ワークフロー

S/MIME 検証ワークフロー
次のプロセスでは、Eメールセキュリティアプライアンスで S/MIME検証を実行する方法につい
て説明します。

1 署名されたメッセージにハッシュアルゴリズムを適用して、メッセージダイジェストを作成

します。

2 送信者の S/MIME証明書の公開キーを使用し、署名されたメッセージに添付された PKCS7署
名を復号化してメッセージダイジェストを取得します。

3 生成されたメッセージダイジェストを、署名されたメッセージから取得したメッセージダイ

ジェストと比較します。メッセージダイジェストが一致した場合、メッセージは検証されま

す。

S/MIME 復号化ワークフロー
次のプロセスでは、Eメールセキュリティアプライアンスで S/MIME復号化を実行する方法につ
いて説明します。

1 アプライアンスの S/MIME証明書の秘密キーを使用して、セッションキーを復号化します。
2 セッションキーを使用してメッセージ本文を復号化します。

S/MIME を使用して着信メッセージの検証、復号化、または復号化と
検証を行う方法

詳細（More Info）操作内容手順

S/MIME証明書の要件, （569ペー
ジ）を参照してください。

S/MIME証明書の要件を把握します。ステップ
1
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詳細（More Info）操作内容手順

参照先

•メッセージを復号化するため
の証明書の設定, （564ペー
ジ）

•署名されたメッセージを検証
するための公開キーの設定,（
565ページ）

要件に応じて、次のいずれかを実行します。

• S/MIME復号化の場合、組織の S/MIME証
明書（復号化の実行に必要な秘密キーを含

む）をアプライアンスに追加します。

• S/MIME検証の場合、検証の実行に必要な
送信者のS/MIME証明書の公開キーをアプ
ライアンスに追加します。

• S/MIME復号化および検証の場合、以下を
アプライアンスに追加します。

◦組織の S/MIME証明書（復号化の実
行に必要な秘密キーを含む）をアプ

ライアンスに追加します。

◦検証の実行に必要な送信者 S/MIME
証明書の公開キー。

ステップ
2

S/MIME復号化および検証のイネー
ブル化, （568ページ）を参照して
ください。

S/MIMEを使用して着信メッセージの検証、復
号化、または復号化と検証を行うメールフロー

ポリシーを設定します。

ステップ

3：

S/MIME暗号化済みまたは検証済み
メッセージ用のアクションの設定,
（568ページ）を参照してくださ
い。

（任意）Eメールセキュリティアプライアン
スが復号化済みまたは検証済みのメッセージに

対して実行するアクションを定義します。

ステップ

4：

CLIを使用して S/MIME検証、復号化、または復号化と検証を実行する場合は、listenerconfig
> hostaccessコマンドを使用します。詳細については、CLIインラインヘルプを参照してくだ
さい。

（注）

メッセージを復号化するための証明書の設定

組織の S/MIME証明書（復号化の実行に必要な秘密キーを含む）をアプライアンスに追加する必
要があります。

はじめる前に

•次のいずれかの方法で、アプライアンスの S/MIME証明書の公開キーを送信者（ビジネスま
たはコンシューマ）と共有します。
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◦電子メールなどの電子チャネルを使用して、公開キーを送信します。

◦キー収集を使用して公開キーを取得するように、送信者に要求します。

送信者はこの公開キーを使用して、暗号化されたメッセージをアプライアンスに送信できま

す。

B2Cのシナリオでは、組織の S/MIME証明書がドメイン証明書の場合、一部
の電子メールクライアント（Microsoft Outlookなど）は組織の S/MIME証明
書の公開キーを使用して暗号化済みメッセージを送信できないことがありま

す。これは、これらの電子メールクライアントがドメイン証明書の公開キー

を使用した暗号化をサポートしていないためです。

（注）

•インポートする S/MIME証明書が、S/MIME証明書の要件, （569ページ）に記載されている
要件を満たしていることを確認します。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]をクリックします。
ステップ 2 [証明書の追加（Add Certificate）]をクリックします。
ステップ 3 [証明書のインポート（Import Certificate）]を選択します。
ステップ 4 ネットワーク上またはローカルマシンの証明書ファイルへのパスを入力します。

ステップ 5 ファイルのパスフレーズを入力します。

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックして証明書の情報を表示します。
ステップ 7 証明書の名前を入力します。

ステップ 8 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIを使用して S/MIME証明書を追加するには、certconfigコマンドを使用します。（注）

署名されたメッセージを検証するための公開キーの設定

署名されたメッセージを検証するには、送信者の S/MIME証明書の公開キーをアプライアンスに
追加する必要があります。組織のポリシーおよびプロセスに応じて、次のいずれかの方法を使用

して公開キーをアプライアンスに追加できます。

•送信者に、電子メールなどの電子チャネルを使用して公開キーを送信するよう要求します。
その後、Webインターフェイスまたは CLIを使用して公開キーを追加できます。
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公開キーを追加する手順については、S/MIME暗号化用の公開キーの追加, （555ページ）を
参照してください。

•キー収集を使用して公開キーを取得します。公開キーの収集,（556ページ）を参照してくだ
さい。

S/MIME 検証用の公開キーの追加
はじめる前に

•公開キーがS/MIME証明書の要件, （569ページ）に説明されている要件を満たしていること
を確認します。

•公開キーが PEM形式であることを確認します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [公開キー（Public Keys）]をクリックします。
ステップ 2 [公開キーを追加（Add Public Key）]をクリックします。
ステップ 3 公開キーの名前を入力します。

ステップ 4 公開キーを入力します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIを使用して公開キーを追加するには、smimeconfigコマンドを使用します。（注）

S/MIME 検証用の公開キーの収集
公開キーを着信 S/MIME署名済みメッセージから取得（収集）し、これを使用して収集したキー
の所有者（ビジネスまたはコンシューマ）からの署名済みメッセージを検証するように、Eメー
ルセキュリティアプライアンスを設定できます。

デフォルトでは、期限切れまたは自己署名 S/MIME証明書の公開キーは収集されません。（注）

1 Webインターフェイスまたは CLIを使用して、公開キーの収集をイネーブルにします。公開
キーの収集のイネーブル化, （567ページ）を参照してください。

2 送信者に、署名されたメッセージを送信するよう要求します。

3 収集が完了したら、収集した公開キーをアプライアンスに追加します。S/MIME検証用の収集
された公開キーの追加, （567ページ）を参照してください。

この手順により、メッセージは確実にゲートウェイレベルで検証されます。
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公開キーの収集のイネーブル化

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]をクリックします。
ステップ 2 新しいメールフローポリシーを作成するか、既存のポリシーを変更します。

ステップ 3 [セキュリティサービス（Security Features）]セクションまでスクロールします。
ステップ 4 [S/MIME公開キーの収集（S/MIME Public Key Harvesting）]で以下を実行します。

• S/MIME公開キーの収集をイネーブルにします。

•（任意）署名された着信メッセージの検証に失敗した場合、公開キーを収集するかどうかを選択しま
す。

•（任意）更新された公開キーを収集するかどうかを選択します。

48時間以内に同じドメインまたはメッセージから複数の更新された公開キーを受信すると、ア
プライアンスは警告アラートを送信します。

（注）

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

アプライアンス上の、収集された公開キーのリポジトリのサイズは 512 MBです。リポジトリ
が一杯になると、Eメールセキュリティアプライアンスにより未使用の公開キーが自動的に
削除されます。

CLIを使用してキーの収集をイネーブルにするには、listenerconfigコマンドを使用します。

（注）

S/MIME 検証用の収集された公開キーの追加

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [収集済み公開キー（Harvested Public Keys）]をクリックします。
ステップ 2 目的の収集された公開キーをクリックして、公開キーをコピーします。

ステップ 3 公開キーをアプライアンスに追加します。S/MIME検証用の公開キーの追加,（566ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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S/MIME 復号化および検証のイネーブル化

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]をクリックします。
ステップ 2 新しいメールフローポリシーを作成するか、既存のポリシーを変更します。

ステップ 3 [セキュリティサービス（Security Features）]セクションまでスクロールします。
ステップ 4 [S/MIMEの復号化/検証（S/MIME Decryption/Verification）]で以下を行います。

• S/MIME復号化および検証をイネーブル化します。

• S/MIMEの検証後、デジタル署名を維持するかメッセージから削除するかを選択します。エンドユー
ザに S/MIMEゲートウェイ検証について知られたくない場合は、[削除（Remove）]を選択します。

トリプルラップされたメッセージの場合、内部署名のみが維持または削除されます。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

S/MIME復号化および検証がメールフローポリシーでイネーブルになっている場合、すべて
の S/MIMEメッセージは、復号化および検証ステータスに関係なく配信されます。S/MIME暗
号化済みまたは検証済みメッセージを処理するアクションを設定する場合は、メッセージフィ

ルタルール smime-gateway-verifiedおよび smime-gatewayを使用できます。詳細については、
S/MIME暗号化済みまたは検証済みメッセージ用のアクションの設定,（568ページ）を参照し
てください。

ヒント

S/MIME 暗号化済みまたは検証済みメッセージ用のアクションの設定
Eメールセキュリティアプライアンスで S/MIME復号化、検証、またはその両方を実行した後、
結果に応じて異なるアクションを行うことできます。メッセージフィルタルール

smime-gateway-verifiedおよび smime-gatewayを使用して、復号化、検証、またはその両方の結果
に基づいてメッセージに対してアクションを実行できます。詳細については、次を参照してくだ

さい。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, （157ページ）

また、復号化または検証、あるいはその両方の結果に基づいたアクションをメッセージで実行

するには、コンテンツフィルタ条件の [S/MIMEゲートウェイメッセージ（S/MIME Gateway
Message）]および [S/MIMEゲートウェイ検証済み（S/MIME Gateway Verified）]も使用できま
す。詳細については、次を参照してください。コンテンツフィルタ（Content Filters）, （299
ページ）

（注）
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例：検証、復号、またはその両方に失敗した S/MIMEメッセージの隔離

次のメッセージフィルタでは、メッセージがS/MIMEメッセージであるかどうかを確認し、S/MIME
を使用した検証または復号化に失敗した場合は隔離します。

quarantine_smime_messages:if (smime-gateway-message and not smime-gateway-verified)
{ quarantine("Policy"); }

S/MIME 証明書の要件

署名のための証明書の要件

署名を行うための S/MIME証明書には、次の情報を含める必要があります。

完全修飾ドメイン名。Common Name

組織の正確な正式名称。Organization

組織の部署名。組織

組織の本拠地がある都市。市（地名）（City (Locality)）

組織の本拠地がある州、郡、または地方。州/県（State (Province)）

組織の本拠地がある 2文字の ISO国名コード。国（Country）

証明書が期限切れになるまでの日数。失効までの期間（Duration before
expiration）

署名されたメッセージの送信元のドメイン名。たとえば、

domain.comや *.domain.netなどです。複数エントリの場合、
カンマ区切りリストを使用します。

サブジェクトの別名（ドメイン）

（Subject Alternative Name
（Domains））

署名されたメッセージを送信するユーザの電子メールアド

レス（例：user@somedomain.com）。複数エントリの場合、
カンマ区切りリストを使用します。

サブジェクトの別名（Eメール）
（Subject Alternative Name
（Email））

CSR用に生成する秘密キーのサイズ。秘密キーサイズ（PrivateKeySize）

キーの使用状況は、証明書を何に使用できるかを決定する制

約方式です。キーの使用状況の拡張が指定されている場合

は、digitalSignatureおよび nonRepudiationビットが設定され
ている必要があります。

キーの使用状況の拡張が指定されていない場合、受信側クラ

イアントは、digitalSignatureおよび nonRepudiationビットが
設定されていると推定する必要があります。

キーの使途（Key Usage）
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S/MIME証明書の詳細については、RFC5750：Secure/Multipurpose InternetMail Extensions（S/MIME）
Version 3.2 - Certificate Handlingを参照してください。

暗号化のための証明書の要件

暗号化を行うための S/MIME証明書には、次の情報を含める必要があります。

完全修飾ドメイン名。Common Name

組織の正確な正式名称。Organization

組織の部署名。組織

組織の本拠地がある都市。市（地名）（City (Locality)）

組織の本拠地がある州、郡、または地方。州/県（State (Province)）

組織の本拠地がある 2文字の ISO国名コード。国（Country）

証明書が期限切れになるまでの日数。失効までの期間（Duration before
expiration）

暗号化されたメッセージの送信先のドメイン名。たとえば、

domain.comや *.domain.netなどです。複数エントリの場合、
カンマ区切りリストを使用します。

暗号化されたメッセージをドメイン内のすべてのユーザに

送信する場合は、公開キーに SANドメインを含める必要が
あります。

サブジェクトの別名（ドメイン）

（Subject Alternative Name
（Domains））

暗号化されたメッセージを送信するユーザの電子メールア

ドレス（例：user@somedomain.com）。複数エントリの場
合、カンマ区切りリストを使用します。

サブジェクトの別名（Eメール）
（Subject Alternative Name
（Email））

CSR用に生成する秘密キーのサイズ。秘密キーサイズ（PrivateKeySize）

キーの使用状況は、証明書を何に使用できるかを決定する

制約方式です。キーの使用状況の拡張が指定され、

keyEnciphermentビットが設定されている必要があります。

キーの使途（Key Usage）

S/MIME証明書の詳細については、RFC5750：Secure/Multipurpose InternetMail Extensions（S/MIME）
Version 3.2 - Certificate Handlingを参照してください。
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公開キーの管理
Eメールセキュリティアプライアンスでは、以下が必要です。

•発信メッセージを暗号化するための、受信者の S/MIME暗号化証明書の公開キー。

•署名済み着信メッセージを検証するための、送信者の S/MIME署名証明書の公開キー。

次のいずれかの方法で、公開キーをアプライアンスに追加できます。

•目的の PEM形式の公開キーがある場合は、Webインターフェイスまたは CLIを使用して追
加できます。公開キーの追加, （571ページ）を参照してください。

•目的の公開キーが含まれたエクスポートファイルがある場合は、そのエクスポートファイル
を /configurationディレクトリにコピーし、WebインターフェイスまたはCLIを使用してイン
ポートできます。既存のエクスポートファイルからの公開キーのインポート,（572ページ）
を参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスでは、キーの収集もサポートしています（署名済み着信
メッセージから自動的に公開キーを取得）。詳細については、S/MIME収集済み公開キー, （556
ページ）を参照してください。

公開キーの追加

はじめる前に

•公開キーがS/MIME証明書の要件, （569ページ）に説明されている要件を満たしていること
を確認します。

•公開キーが PEM形式であることを確認します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [公開キー（Public Keys）]をクリックします。
ステップ 2 [公開キーを追加（Add Public Key）]をクリックします。
ステップ 3 公開キーの名前を入力します。

ステップ 4 公開キーを入力します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

CLIを使用して公開キーを追加するには、smimeconfigコマンドを使用します。（注）
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既存のエクスポートファイルからの公開キーのインポート

はじめる前に

エクスポートファイルをアプライアンスの /configurationディレクトリにコピーします。エクス
ポートファイルを作成する手順については、公開キーのエクスポート,（572ページ）を参照して
ください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [公開キー（Public Keys）]をクリックします。
ステップ 2 [公開キーをインポート（Import Public Keys）]をクリックします。
ステップ 3 エクスポートファイルを選択して [送信（Submit）]をクリックします。

多数の公開キーを持つファイルをインポートする場合、インポートプロセスに時間がかかるこ

とがあります。WebインターフェイスまたはCLI無活動タイムアウトを適宜調整してください。
（注）

ステップ 4 変更を保存します。

公開キーのエクスポート

アプライアンスのすべての公開キーは、1つのテキストファイルにまとめてエクスポートさ
れ、/configurationディレクトリに保存されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [公開キー（Public Keys）]を選択します。
ステップ 2 [公開キーをエクスポート（Export Public Keys）]をクリックします。
ステップ 3 ファイルの名前を入力し、[送信（Submit）]をクリックします。
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第 21 章

Office 365 メールボックスのメッセージの自
動修復

この章は、次の項で構成されています。

• 脅威の判定が「悪意がある」に変更されたときのエンドユーザに配信されるメッセージに応
じた是正措置の実行, 573 ページ

• メールボックス修復結果のモニタリング, 580 ページ

• メッセージトラッキングでのメールボックス修復の詳細の表示, 581 ページ

• メールボックス修復のトラブルシューティング, 581 ページ

脅威の判定が「悪意がある」に変更されたときのエンド

ユーザに配信されるメッセージに応じた是正措置の実行
ファイルは常に、ユーザのメールボックスに達した後であっても、悪意のあるファイルに変化す

る可能性があります。AMPは、新しい情報が発生する際にこの変化を識別し、アプライアンスに
レトロスペクティブアラートを送信することができます。今回のリリースでは、単なるアラート

を超えた機能が提供されます。ご所属の組織がメールボックスの管理に Office 365を使用してい
る場合、脅威判定が変更されたときにはユーザのメールボックス内のメッセージに対して自動修

復アクションを実行するようにアプライアンスの設定を設定することができます。たとえば、添

付ファイルに対する判定が「正常」から「悪意がある」に変更されたときには受信者のメールボッ

クスからメッセージを削除するようにアプライアンスを設定することができます。
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ワークフロー（Workflow）

図 36：メールボックス自動修復ワークフロー

1 添付ファイル付きメッセージがアプライアンスに到達します。

2 アプライアンスは、添付ファイルのレピュテーションを評価する AMPサーバを照会します。
3 AMPサーバは、判定をアプライアンスに送信します。判定は、[正常（clean）]または [不明
（unknown）]です。

4 アプライアンスは、受信者へメッセージをリリースします。

5 一定期間後に、アプライアンスは、AMPサーバから判定の更新を受け取ります。新しい判定
は、[悪意のある（malicious）]です。

6 アプライアンスは、受信者のメールボックスに存在する（悪意のある添付ファイルを含む）

メッセージに対し、設定された修復アクションを実行します。
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脅威の判定が「悪意がある」に変更されたときにエンドユーザに配信

されるメッセージに応じて是正措置を実行する方法

詳細（More Info）操作内容

前提条件, （575ページ）前提条件を確認します。ステップ 1

AzureAD上のアプリケーションとしてのア
プライアンスの登録, （576ページ）

Azure AD（Azure管理ポータル）上の
アプリケーションとして、Eメールセ
キュリティアプライアンスを登録しま

す。

ステップ 2

Cisco Eメールセキュリティアプライアン
スでの Office 365メールボックス設定の構
成, （578ページ）

アプライアンスでOffice365メールボッ
クスを設定します。

ステップ

3：

脅威の判定が「悪意がある」に変更された

ときのエンドユーザに配信されるメッセー

ジに応じた是正措置の設定,（579ページ）

脅威の判定が「悪意がある」に変更さ

れた時点でエンドユーザに送信される

メッセージに対して修復アクションを

実行するようにアプライアンスを設定

します。

ステップ

4：

前提条件

ファイルレピュテーションサービスとファイル分析サービスの機能キー

次の内容について確認してください。

•ファイルレピュテーションサービスおよびファイル分析サービスの機能キーをお使いのア
プライアンスに追加していること。

•アプライアンスでのファイルレピュテーションと分析機能が有効になっている。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, （463ページ）を参照してください。

Office 365 アカウント

Azure ADに、アプライアンスを登録する必要がある次のアカウントがあることを確認します。

• Office 365のビジネスアカウント

• Office 365のビジネスアカウントに関連付けられた Azure ADサブスクリプション

詳細については、Office 365のシステム管理者にお問い合わせください。
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セキュアな通信の証明書

Office365サービスとアプライアンス間の通信をセキュリティで保護するには、自己署名証明書を
作成する、または信頼された CAから証明書を取得する方法のいずれかで証明書を設定する必要
があります。

次のものが必要です。

• .crtまたは .p12形式の公開キー。emailAddressに Office 365の管理者の電子メールアドレス
が設定されていること（<admin_username>@<domain>.com）。

•キーサイズが少なくとも 2048ビットで、関連付けられた .pem形式の秘密キー。

パスフレーズを含む秘密キーはこのリリースではサポートされません。（注）

Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録
Office 365サービスは、ユーザのメールボックスへのセキュアなアクセスを提供する Azure Active
Directory（AzureAD）を使用します。Office 365のメールボックスにアプライアンスがアクセスす
るには、Azure ADでアプライアンスを登録しなければなりません。Azure ADでアプライアンス
を登録するために実行する必要がある手順の概要を次に示します。詳細については、Microsoftの
マニュアルを参照してください

（https://msdn.microsoft.com/en-us/office/office365/howto/add-common-consent-manually）。

はじめる前に

前提条件, （575ページ）で説明されている作業を行います。

ステップ 1 Office 365のビジネスアカウントの資格情報を使用して Azure管理ポータルにログインします。
ステップ 2 Office 365のサブスクリプションにリンクされているディレクトリに新しいアプリケーションを追加しま

す。新しいアプリケーションを追加している間に、次のことを確認します。

• WEB APPLICATIONやWEB APIとしてアプリケーションのタイプを選択します。

•次のパラメータを指定します。

◦サインオンのURL。これは、ユーザがサインインしてアプライアンスを使用するURLで、たと
えば、https://<company_domain.com>/ManualRegistrationなどです。

◦ App IDのURI。Microsoft AzureADがアプライアンス用に使用できる一意のURIで、たとえば、
https://<company_domain.com>などです。

ステップ 3 アプリケーションおよびアプリケーションに必要なアクセス許可を設定します。新しく作成されたアプリ

ケーションの [設定（Configure）]タブの下に、アプリケーションとしてOffice 365 Exchange Onlineを追加
し、次のアクセス許可を設定します。
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•アプリケーションのアクセス許可

◦任意のユーザとしてのメールの送信

◦すべてのメールボックスのメールの読み取りと書き込み

◦すべてのメールボックスのメールの読み取り

◦すべてのメールボックスへのフルアクセスによる Exchange Webサービスの使用

•委任管理用のアクセス許可

◦ユーザとしてのメールの送信

◦ユーザのメールの読み取りと書き込み

◦ユーザのメールの読み取り

◦ Exchange Webサービス経由でサインインしているユーザとしてのメールボックスへのアクセス

ステップ 4 パブリックキー証明書からのキー資格情報によりアプリケーションマニフェストを更新して、Office 365
サービスとアプライアンス間の通信を保護します。次の操作を行ってください。

a) Windows PowerShellプロンプトを使用して、パブリックキー証明書から、$base64Thumbprint、

$base64Value、および $keyidの値を取得します。次の例を参照してください。

Windows PowerShellプロンプトから公開キー証明書を含むディレクトリに移動し、次を実行します。

例：

$cer = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2
$cer.Import(".\mycer.cer")
$bin = $cer.GetRawCertData()
$base64Value = [System.Convert]::ToBase64String($bin)
$bin = $cer.GetCertHash()
$base64Thumbprint = [System.Convert]::ToBase64String($bin)
$keyid = [System.Guid]::NewGuid().ToString()

上記のコマンドを実行した後、次のコマンドを実行して、その値を抽出します。

• $keyid

• $base64Value

• $base64Thumbprint

b) Azure管理ポータルからアプリケーションのマニフェストをダウンロードします。
c) テキストエディタを使用してダウンロードしたマニフェストを開き、次の JSONで空のKeyCredentials
プロパティを置き換えます。

例：

"keyCredentials": [
{

"customKeyIdentifier" : "$base64Thumbprint_from_step_1",
"keyId": "$keyid_from_step1",
"type": "AsymmetricX509Cert",
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"usage": "Verify",
"value": "$base64Value_from_step1"

}
],

前述の JSONスニペットで、$base64Thumbprint、$base64Value、および $keyidの値を、手順 aで取得し
た値で置き換えていることを確認します。各値は 1行で入力する必要があります。

d) 変更を保存し、変更したマニフェストを Azure管理ポータルにアップロードします。

ステップ 5 アプライアンスを Azure ADに登録した後で、Azure管理ポータルから次の詳細を書き留めてください。

• [設定（Configure）]タブのクライアント ID。

• [ビューエンドポイント（View Endpoints）] > [アプリケーションエンドポイント（App Endpoints）]
ページのテナント ID。テナント IDは、このページに記載されているすべての URLで使用できる一
意の値です。たとえば、このページに記載されている次のような URLです。

◦ https://login.microsoftonline.com/abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3/
federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml

◦ https://login.microsoftonline.com/abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3/wsfed

◦ https://login.microsoftonline.com/abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3/saml2

この例では、テナント IDは abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3です。

Cisco E メールセキュリティアプライアンスでの Office 365 メールボックス設定の構
成

はじめる前に

次の内容について確認してください。

•アプライアンスでのファイルレピュテーションと分析機能が有効になっている。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, （463ページ）を参照してください。

• .pem形式の証明書の秘密キーを取得します。セキュアな通信の証明書,（576ページ）を参照
してください。

•次のパラメータの値です。

◦ Azure管理ポータルで登録したアプリケーションのクライアント IDとテナント ID。
AzureAD上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録,（576ページ）のステッ
プ 5を参照してください。
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◦証明書サムプリント（$base64Thumbprint）。Azure AD上のアプリケーションとしての
アプライアンスの登録, （576ページ）のステップ 4を参照してください。

ステップ 1 アプライアンスへのログイン

ステップ 2 [システム管理（System Administration）] > [メールボックス設定（Mailbox Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 4 [Office 365メールボックス設定を有効にする（Enable Office 365 Mailbox Settings）]を選択します。
ステップ 5 次の詳細を入力します。

• Azure管理ポータルで登録したアプリケーションのクライアント IDとテナント ID。

•証明書のサムプリント（$base64Thumbprintの値）。

ステップ 6 証明書の秘密キーをアップロードします。[ファイルの選択（Choose File）]をクリックして、.pemファイ
ルを選択します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

ステップ 8 アプライアンスが Office 365サービスに接続できるかどうかを確認します。

1 [接続の確認（Check Connection）]をクリックします。
2 Office 365の電子メールアドレスを入力します。これはOffice 365ドメインで有効な電子メールアドレ
スでなければなりません。

3 [テスト接続（Test Connection）]をクリックします。

ポップアップで、アプライアンスが Office 365サービスに接続できるかどうかが表示されます。接続でき
ない場合は、次を確認します。

•クライアント ID、テナント ID、およびサムプリントが正しい。

•アップロードした秘密キーが正しく、有効期限が切れていない。

脅威の判定が「悪意がある」に変更されたときのエンドユーザに配信されるメッセー

ジに応じた是正措置の設定

はじめる前に
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アプライアンスで Office 365メールボックスの設定が構成済みであることを確認します。Cisco E
メールセキュリティアプライアンスでのOffice 365メールボックス設定の構成, （578ページ）を
参照してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]を選択します。
ステップ 2 変更するメールポリシーの [高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）]カラム内のリンクを

クリックします。

ステップ 3 [メールボックス自動修復の有効化（Enable Mailbox Auto Remediation）]を選択します。
ステップ 4 脅威の判定が悪意に変更されたときにエンドユーザに配信されたメッセージ基づいて実行するアクション

を指定します。要件に応じて、次のいずれかの修復アクションを選択します。

• [電子メールアドレスに転送（Forward to an email address）]。指定したユーザ（たとえば、電子メー
ル管理者など）に悪意のある添付ファイルを転送する場合は、このオプションを選択します。

•メッセージを削除します。悪意のある添付ファイルをエンドユーザのメールボックスから完全に削除
する場合は、このオプションを選択します。

• [指定した電子メールアドレスに転送してメッセージを削除（Forward to an email address and delete the
message）]。指定したユーザ（たとえば、電子メール管理者など）に悪意のある添付ファイルを転送
して、悪意のある添付ファイルをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する場合は、このオ

プションを選択します。

Office 365サービスでは特定のフォルダからのメッセージの削除をサポートしていないため、そ
れらのフォルダ（[削除済みアイテム（Deleted Items）]など）からメッセージを削除することは
できません。

（注）

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

メールボックス修復結果のモニタリング
[メールボックスの自動修復レポート（Mailbox Auto Remediation report）]ページを使用して（[モ
ニタ（Monitor）] > [メールボックスの自動修復（Mailbox Auto Remediation）]）、メールボックス
修復結果の詳細を表示できます。このレポートを使用して次の詳細を表示します。

•受信者のメールボックス修復の成功または失敗を示す一覧

•メッセージに対してとられる修復のアクション

• SHA-256ハッシュに関連付けられているファイル名

[修復が失敗した受信者（Recipients for whom remediation was unsuccessful）]フィールドは、次のシ
ナリオで更新されます。

•受信者が有効な Office 365ユーザではない、または受信者がアプライアンスで構成されてい
る Office 365ドメインアカウントに属していない。
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•添付ファイルを含むメッセージをメールボックスで使用できない。たとえば、エンドユーザ
がメッセージを削除した。

•アプライアンスが設定済みの修復のアクションを実行しようとしたときにアプライアンスと
Office 365サービス間の接続に問題があった。

メッセージトラッキングに関連メッセージを表示するには、SHA-256ハッシュをクリックしま
す。

メッセージトラッキングでのメールボックス修復の詳細

の表示
メッセージトラッキングでメールボックス修復の詳細を表示するには、

•メッセージトラッキングが有効になっている必要があります。参照先：メッセージトラッ
キング, （877ページ）

• Office 365メールボックス設定（[システム管理（System Administration）] > [メールボックス
の設定（Mailbox Settings）]）を設定する必要があります。Cisco Eメールセキュリティアプ
ライアンスでのOffice 365メールボックス設定の構成, （578ページ）を参照してください。

•メールボックスの修復アクション（[セキュリティサービス（Security Services）] > [メール
ボックス自動修復（MailboxAutoRemediation）]）を設定する必要があります。脅威の判定が
「悪意がある」に変更されたときのエンドユーザに配信されるメッセージに応じた是正措置

の設定, （579ページ）を参照してください。

表示されるデータの詳細については、メッセージトラッキングの詳細, （882ページ）を参照し
てください。

メールボックス修復のトラブルシューティング

アプライアンスと Office 365 サービスとの間の接続を確認できない
問題

[メールボックスの設定（Mailbox Settings）]ページ（[システム管理（System Administration）] >
[メールボックスの設定（Mailbox Settings）]）でアプライアンスと Office 365サービスとの間の接
続を確認中に、エラーメッセージ「接続に失敗しました（Connection Unsuccessful）」を受け取

ります。

ソリューション
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サーバからの応答に応じて、次のいずれかを実行します。

理由とソリューションエラーメッセージ

Office 365ドメインの一部ではない電子メールアドレスを入力
しました。

有効な電子メールアドレスを入力して、接続を再度確認しま

す。

The SMTP address has no mailbox

associated with it

無効なクライアント IDを入力しました。

[メールボックスの設定（MailboxSettings）]ページで、クライ
アント IDを変更し、接続を再度確認します。

Application with identifier
'<client_id>' was not found in
the
directory <tenant_id>

無効なテナント IDを入力しました。

[メールボックスの設定（MailboxSettings）]ページで、テナン
ト IDを変更し、接続を再度確認します。

No service namespace named
'<tenant_id>' was found in the

data store.

無効な証明書サムプリントを入力しました。

[メールボックスの設定（MailboxSettings）]ページで、証明書
サムプリントを変更し、接続を再度確認します。

Error validating credentials.
Credential
validation failed

誤った証明書サムプリントを入力したか、または無効なあるい

は誤った証明書秘密キーをアップロードしました。

以下を確認します。

•正しいサムプリントを入力しました。

•正しい証明書の秘密キーをアップロードしました。

•証明書の秘密キーは有効期限が切れていません。

•アプライアンスの時間帯は、証明書の秘密キーの時間帯
と一致します。

Error validating credentials.
Client assertion
contains an invalid signature.

ログの表示

メールボックスの修復情報は、次のログに書き込まれます。

•メールログ（mail_logs）。メールボックスの修復プロセスの開始時刻は、このログに転記さ
れます。

•メールボックスの自動修復ログ（mar）。修復状態、実行された操作、エラーに関連する情
報などがこのログに転記されます。
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アラート（Alerts）

アラート：検出されたアプライアンスと Office 365 サービスとの間の接続の問題

問題

アプライアンスと Office 365サービスとの間の接続の問題があり、構成された是正措置をアプラ
イアンスが実行できないことを示す情報レベルのアラートを受け取ります。

ソリューション

次の手順を実行します。

•アプライアンスと Office 365サービスとの間の通信を妨げる可能性のあるネットワークの問
題を確認します。

アプライアンスのネットワーク設定を確認します。ネットワーク設定値の変更, （1032ペー
ジ）を参照してください。

•ファイアウォールの問題を確認します。参照先：ファイアウォール情報, （1291ページ）

• Office 365サービスが動作するかどうかを確認します。

設定された是正措置が実行されない

問題

AMPサーバからレトロスペクティブアラートを受信した後、設定済みの修復アクションがOffice
365メールボックス内の悪意のあるメッセージで実行されません。

ソリューション

次の手順を実行します。

•アプライアンスとOffice 365サービス間の接続をテストします。Cisco Eメールセキュリティ
アプライアンスでのOffice 365メールボックス設定の構成, （578ページ）のステップ 8を参
照してください。

•次のアラートを受信しているかどうかを確認してください。「アプライアンスと Office 365
サービスの間の接続の問題が検出されました。（Connectivity Issues Between Appliance and
Office 365 Services Detected.）」アラート（Alerts）, （583ページ）を参照してください。
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第 22 章

電子メール認証

この章は、次の項で構成されています。

• 電子メール認証の概要, 585 ページ

• DomainKeysおよび DKIM署名の構成, 588 ページ

• DKIMを使用した受信メッセージの検証方法, 601 ページ

• SPFおよび SIDF検証の概要, 608 ページ

• SPF/SDIFを使用した受信メッセージの検証方法, 609 ページ

• SPFと SIDFのイネーブル化, 610 ページ

• SPF/SIDF検証済みメールに対して実行するアクションの決定, 614 ページ

• SPF/SIDF結果のテスト, 617 ページ

• DMARC検証, 619 ページ

• 偽装メールの検出, 628 ページ

電子メール認証の概要
AsyncOSでは、電子メールの偽造を防止するために、電子メール検証と署名をサポートします。
着信メールを検証するために、AsyncOSは SPF（Sender Policy Framework）、SIDF（Sender ID
Framework）、DKIM（DomainKeys IdentifiedMail）、DMARC（Domain-basedMessageAuthentication,
Reporting andConformance）、および偽装電子メール検出をサポートします。送信メールを認証す
るために、AsyncOSは DomainKeysおよび DKIM署名をサポートしています。

DomainKeys と DKIM 認証
DomainKeysまたはDKIM電子メール認証では、送信側が公開キー暗号化を使用して、電子メール
に署名します。これにより、検証済みのドメインを使用して、電子メールのFrom:（またはSender:）
ヘッダーのドメインと比較して、偽造を検出できます。
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DomainKeysと DKIMは、署名と検証の 2つの主要部分から構成されます。AsyncOSでは、
DomainKeysの「署名」部分のプロセスをサポートし、DKIMの署名と検証の両方をサポートしま
す。バウンスおよび遅延メッセージでDomainKeysおよびDKIM署名を使用することもできます。

DomainKeys と DKIM 認証ワークフロー

図 37：認証ワークフロー

1 管理者（ドメイン所有者）が公開キーを DNS名前空間にパブリッシュします。
2 管理者は発信メール転送エージェント（MTA）に秘密キーをロードします。
3 そのドメインの権限のあるユーザによって送信される電子メールが、各秘密キーによってデジ

タル署名されます。署名は DomainKeyまたは DKIM署名ヘッダーとして電子メールに挿入さ
れ、電子メールが送信されます。

4 受信側MTAは、電子メールのヘッダーから DomainKeysまたは DKIM署名と、要求された送
信側ドメイン（Sender:または From:ヘッダーによって）を抽出します。DomainKeysまたは
DKIM署名ヘッダーフィールドから抽出された要求された署名ドメインから、公開キーが取得
されます。

5 公開キーは、DomainKeysまたは DKIM署名が適切な秘密キーによって生成されているかどう
かを確認するために使われます。

Yahoo!またはGmailアドレスを使用して、送信DomainKeys署名をテストできます。これらのサー
ビスは無料で提供され、DomainKeys署名されている着信メッセージを検証します。

AsyncOS の DomainKeys および DKIM 署名
AsyncOSの DomainKeysおよび DKIM署名は、ドメインプロファイルによって実装され、メール
フローポリシー（一般に、発信「リレー」ポリシー）によってイネーブルにされます。詳細につ

いては、「Configuring the Gateway to Receive Mail」の章を参照してください。メッセージの署名
は、メッセージ送信前にアプライアンスによって実行される最後の操作です。

ドメインプロファイルはドメインとドメインキー情報（署名キーと関連情報）を関連付けます。

電子メールはアプライアンスのメールフローポリシーによって送信されるため、いずれかのドメ

インプロファイルに一致する送信側電子メールアドレスは、ドメインプロファイルに指定され

ている署名キーを使用して DomainKeys署名されます。DKIMと DomainKeysの両方の署名をイ
ネーブルにすると、DKIM署名が使われます。DomainKeysおよび DKIMプロファイルは、
domainkeysconfig CLIコマンドまたは GUIの [メールポリシー（Mail Policies）] > [ドメインプロ
ファイル（DomainProfiles）]および [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（SigningKeys）]
ページを使用して実装します。
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DomainKeysおよび DKIM署名は次のように機能します。ドメイン所有者はパブリック DNS（そ
のドメインに関連付けられたDNSTXTレコード）に格納される公開キーと、アプライアンスに格
納され、そのドメインから送信されるメール（発信されるメール）の署名に使われる秘密キーの

2つのキーを生成します。

メッセージがメッセージの送信（発信）に使われるリスナーで受信されると、アプライアンスは

ドメインプロファイルが存在するかどうかを調べます。アプライアンスに作成された（および

メールフローポリシー用に実装された）ドメインプロファイルが存在する場合、メッセージの

有効な Sender:または From:アドレスがスキャンされます。両方が存在する場合、DomainKeys署
名および DKIM署名には常に Sender:ヘッダーが使用され、From:ヘッダーも、DKIM署名には使
用されないものの、必要です。Sender:ヘッダーしか存在しない場合は、DomainKeys署名または
DKIM署名のプロファイルが一致しません。From:ヘッダーは、次の場合のみ使用されます。

• Sender:ヘッダーがない。

• Webインターフェイスの [DKIMグローバル設定（DKIM Global Setting）]ページで [DKIM署
名のFromヘッダーの使用（UseFromHeader forDKIMSigning）]オプションを選択している。

AsyncOS 10.0以降、Webインターフェイスの [DKIMグローバル設定（DKIM Global Setting）]
ページで [DKIM署名へのFromヘッダーの使用（Use From Header for DKIM Signing）]オプショ
ンを選択できるようになっています。DKIM署名に Fromヘッダーを使用することが重要なの
は、主に、適切な DMARC検証のためです。

（注）

有効なアドレスが見つからない場合、メッセージは署名されず、イベントがmail_logsに記録され
ます。

DomainKeyおよび DKIMプロファイルの両方を作成した（およびメールフローポリシーで署
名をイネーブルにしている）場合、AsyncOSはDomainKeysとDKIMの両方の署名で送信メッ
セージを署名します。

（注）

有効な送信側アドレスが見つかった場合、送信側アドレスが既存のドメインプロファイルに対し

て照合されます。一致しているものが見つかった場合、メッセージは署名されます。見つからな

い場合、メッセージは署名なしで送信されます。メッセージに既存の DomainKeys
（「DomainKey-Signature:」ヘッダー）がある場合、メッセージは、元の署名の後に新しい送信側
アドレスが追加されている場合にのみ、署名されます。メッセージに既存の DKIM署名がある場
合、新しい DKIM署名がメッセージに追加されます。

AsyncOSはドメインに基づいて電子メールに署名するメカニズムに加えて、署名キーを管理する
（新しいキーの作成または既存のキーの入力）方法を提供します。

このマニュアルのコンフィギュレーションの説明は、署名と検証の最も一般的な使用方法を示し

ています。着信電子メールのメールフローポリシーでDomainKeysおよびDKIM署名をイネーブ
ルにすることも、発信電子メールのメールフローポリシーでDKIM検証をイネーブルにすること
もできます。
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クラスタ環境にドメインプロファイルと署名キーを設定する場合、[ドメインキープロファイ
ル（Domain Key Profile）]設定と [署名キー（Signing Key）]設定がリンクしていることに注意
します。そのため、署名キーをコピー、移動、または削除した場合、同じ操作が関連プロファ

イルに対して行われます。

（注）

DomainKeys および DKIM 署名の構成

署名キー

署名キーはアプライアンスに格納されている秘密キーです。署名キーの作成時に、キーサイズを

指定します。キーサイズが大きいほどセキュリティが向上しますが、パフォーマンスに影響する

可能性もあります。アプライアンスでは 512～ 2048ビットのキーをサポートしています。768～
1024ビットのキーサイズは安全であると見なされ、現在ほとんどの送信側で使われています。大
きなキーサイズに基づいたキーはパフォーマンスに影響する可能性があるため、2048ビットを超
えるキーはサポートされていません。署名キーの作成方法については、署名キーの作成または編

集, （595ページ）を参照してください。

既存のキーを入力する場合、それをフォームに貼り付けるだけです。既存の署名キーの別の使用

方法は、キーをテキストファイルとしてインポートすることです。既存の署名キーの追加の詳細

については、既存の署名キーのインポートまたは入力, （596ページ）を参照してください。

キーを入力すると、ドメインプロファイルで使用できるようになり、ドメインプロファイルの

[署名キー（Signing Key）]ドロップダウンリストに表示されます。

署名キーのエクスポートとインポート

署名キーをアプライアンス上のテキストファイルにエクスポートできます。キーをエクスポート

すると、アプライアンスに現在存在するすべてのキーがテキストファイルに挿入されます。キー

のエクスポートの詳細については、署名キーのエクスポート, （596ページ）を参照してくださ
い。

エクスポートされたキーをインポートすることもできます。

キーをインポートすると、アプライアンス上のすべての現在のキーが置き換えられます。（注）

詳細については、既存の署名キーのインポートまたは入力,（596ページ）を参照してください。

公開キー

署名キーをドメインプロファイルに関連付けると、公開キーが含まれる DNSテキストレコード
を作成できます。これは、ドメインプロファイルのリストの [DNSテキストレコード（DNS Text
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Record）]列の [生成（Generate）]リンクから（または CLIの domainkeysconfig -> profiles -> dnstxt
から）実行します。

DNSテキストレコードの生成の詳細については、DNSテキストレコードの生成, （598ページ）
を参照してください。

[署名キー（SigningKeys）]ページの [ビュー（View）]リンクから、公開キーを表示することもで
きます。

図 38：[署名キー（Signing Keys）] ページの公開キーの表示リンク

ドメインプロファイル

ドメインプロファイルは送信側ドメインを署名に必要なその他の情報と共に署名キーに関連付け

ます。

•ドメインプロファイルの名前。

•ドメイン名（「d=」ヘッダーに含まれるドメイン）。

•セレクタ（セレクタは公開キーのクエリを形成するために使用されます。DNSクエリータ
イプでは、この値が送信側ドメインの「_domainkey」名前空間の前に付けられます）。

•正規化方法（署名アルゴリズムに提示するためにヘッダーと内容が準備される方法）。AsyncOS
はDomainKeysに対して「simple」と「nofws」、DKIMに対して「relaxed」と「simple」をサ
ポートしています。

•署名キー（詳細については、署名キー, （588ページ）を参照してください）。

•署名するヘッダーのリストと本文の長さ（DKIMのみ）。

•署名のヘッダー（DKIMのみ）に含めるタグのリスト。これらのタグは次の情報を保持しま
す。

◦署名されたメッセージが代理したユーザまたはエージェントの ID（たとえば、メーリ
ングリストマネージャ）。

◦公開キーを取得するために使用されるクエリー方法のカンマ区切りリスト。

◦署名が作成されたときのタイムスタンプ。

◦秒による署名の有効期限。

◦垂直バー（|）によって区切られているヘッダーフィールドのリストには、メッセージ
が署名された時が示されます。
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•署名（DKIMのみ）に含めるタグ。

•プロファイルユーザのリスト（署名用にドメインプロファイルの使用を許可されたアドレ
ス）。

プロファイルユーザに指定されたアドレスのドメインは [ドメイン（Domain）]フィールドに
指定されたドメインに一致している必要があります。

（注）

既存のすべてのドメインプロファイルで、特定の用語を検索できます。詳細については、ドメイ

ンプロファイルの検索, （600ページ）を参照してください。

さらに、次のことを行うかどうか選択することができます。

• DKIM署名を持つシステム生成メッセージへの署名

• DKIM署名の Fromヘッダーの使用

この説明については、DKIMグローバル設定の編集, （600ページ）を参照してください。

ドメインプロファイルのエクスポートとインポート

既存のドメインプロファイルをアプライアンス上のテキストファイルにエクスポートできます。

ドメインプロファイルをエクスポートすると、アプライアンスに存在するすべてのプロファイル

が 1つのテキストファイルに挿入されます。ドメインプロファイルのエクスポート, （599ペー
ジ）を参照してください。

以前にエクスポートしたドメインプロファイルをインポートできます。ドメインプロファイルを

インポートすると、マシン上のすべての現在のドメインプロファイルが置き換えられます。ドメ

インプロファイルのインポート, （599ページ）を参照してください。

送信メールの署名のイネーブル化

DomainKeysおよび DKIM署名は発信メールのメールフローポリシーでイネーブルにします。詳
細については、「Configuring the Gateway to Receive Mail」の章を参照してください。

ステップ 1 [メールフローポリシー（Mail FlowPolicies）]ページ（[メールポリシー（Mail Policies）]メニューから）
で、[リレー（RELAYED）]メールフローポリシー（送信）をクリックします。

ステップ 2 [セキュリティサービス（SecurityFeatures）]セクションから、[オン（On）]を選択して、[DomainKeys/DKIM
署名（DomainKeys/DKIM Signing）]をイネーブルにします。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。
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バウンスおよび遅延メッセージの署名のイネーブル化

発信メッセージに署名するだけでなく、バウンスおよび遅延メッセージに署名したい場合があり

ます。これにより、会社から受信するバウンスおよび遅延メッセージが正当なものであることを

受信者に警告したい場合があります。バウンスおよび遅延メッセージのDomainKeysおよびDKIM
署名をイネーブルにするには、公開リスナーに関連付けられたバウンスプロファイルの

DomainKeys/DKIM署名をイネーブルにします。

ステップ 1 署名された発信メッセージを送信する公開リスナーに関連付けられているバウンスプロファイルで、[ハー
ドバウンスと遅延警告メッセージ（Hard Bounce and Delay Warning Messages）]に移動します。

ステップ 2 [バウンスおよび遅延メッセージに対してドメインキー署名を使用（Use Domain Key Signing for Bounce and
Delay Messages）]をイネーブルにします。

バウンスおよび遅延メッセージに署名するには、DomainKeys/DKIM署名の設定（GUI）, （592
ページ）に示されたすべての手順を完了している必要があります。

ドメインプロファイルの [差出人：（From:）]アドレスは、バウンス返信アドレスに使用され
ているアドレスと一致している必要があります。これらのアドレスを一致させるには、バウン

スプロファイルの返信アドレスを設定し（[システム管理（SystemAdministration）] > [返信先ア
ドレス（Return Addresses）]）、ドメインプロファイルの [ユーザのプロファイリング（Profile
Users）]リストで同じ名前を使用します。たとえば、バウンス返信アドレスに
MAILER-DAEMON@example.comの返信アドレスを設定し、ドメインプロファイルにプロファ
イルユーザとしてMAILER-DAEMON@example.comを追加します。

（注）
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DomainKeys/DKIM 署名の設定（GUI）

ステップ 1 新規の秘密キーを作成するか、既存の秘密キーをインポートします。署名キーの作成またはインポートに

ついては、署名キー, （588ページ）を参照してください。
ステップ 2 ドメインプロファイルを作成し、キーをドメインプロファイルに関連付けます。ドメインプロファイル

の作成については、ドメインプロファイル, （589ページ）を参照してください。
ステップ 3 DNSテキストレコードを作成します。DNSテキストレコードの作成については、DNSテキストレコー

ドの生成, （598ページ）を参照してください。
ステップ 4 発信メールのメールフローポリシーで、DomainKeys/DKIM署名をまだイネーブルにしていない場合は、

イネーブルにします（送信メールの署名のイネーブル化, （590ページ）を参照してください）。
ステップ 5 任意で、バウンスおよび遅延メッセージの DomainKeys/DKIM署名をイネーブルにします。バウンスおよ

び遅延メッセージの署名のイネーブル化については、バウンスおよび遅延メッセージの署名のイネーブル

化, （591ページ）を参照してください。
ステップ 6 電子メールを送信します。ドメインプロファイルに一致するドメインから送信されたメールは

DomainKeys/DKIM署名されます。さらに、バウンスおよび遅延メッセージの署名を設定した場合は、バ
ウンスまたは遅延メッセージに署名されます。

DomainKeyおよびDKIMプロファイルの両方を作成した（およびメールフローポリシーで署名
をイネーブルにしている）場合、AsyncOSはDomainKeysとDKIMの両方の署名で送信メッセー
ジを署名します。

（注）

DomainKeys 署名のドメインプロファイルの作成

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [ドメイン署名プロファイル（DomainSigningProfile）]セクションで、[プロファイルを追加（AddProfile）]

をクリックします。

ステップ 3 プロファイル名を入力します

ステップ 4 [ドメインキータイプ（Domain Key Type）]については、[ドメインキー（Domain Keys）]を選択します。
新しいオプションがページに表示されます。

ステップ 5 ドメイン名を入力します。

ステップ 6 セレクタを入力します。セレクタは、「_domainkey」名前空間の前に付けられる任意の名前で、送信側ド
メインあたり複数の同時公開キーをサポートするために使われます。セレクタ値と長さは、DNS名前空間
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と電子メールヘッダーで有効である必要があり、それらにセミコロンを含めることができないという規定

が追加されます。

ステップ 7 正規化（[no forwarding whitespaces]または [simple]）を選択します。
ステップ 8 すでに署名キーを作成している場合、署名キーを選択します。それ以外の場合は、次のステップに進みま

す。署名キーをリストから選択させるために、少なくとも1つの署名キーを作成する（またはインポート
する）必要があります。署名キーの作成または編集, （595ページ）を参照してください。

ステップ 9 署名のドメインプロファイルを使用するユーザ（電子メールアドレス、ホストなど）を入力します。

ステップ 10 変更を送信し、保存します。

ステップ 11 この時点で、送信メールフローポリシーで DomainKeys/DKIM署名をイネーブルにしていない場合はイ
ネーブルにする必要があります（送信メールの署名のイネーブル化,（590ページ）を参照してください）。

DomainKeysと DKIMの両方のプロファイルを作成している場合、AsyncOSは送信メールに
DomainKeysと DKIMの両方の署名を実行します。

（注）

DKIM 署名の新しいドメインプロファイルの作成

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [ドメイン署名プロファイル（DomainSigningProfile）]セクションで、[プロファイルを追加（AddProfile）]

をクリックします。

ステップ 3 プロファイル名を入力します

ステップ 4 [ドメインキータイプ（Domain Key Type）]に対して、[DKIM]を選択します。
新しいオプションがページに表示されます。

ステップ 5 ドメイン名を入力します。

ステップ 6 セレクタを入力します。セレクタは、「_domainkey」名前空間の前に付けられる任意の名前で、送信側ド
メインあたり複数の同時公開キーをサポートするために使われます。セレクタ値と長さは、DNS名前空間
と電子メールヘッダーで有効である必要があり、それらにセミコロンを含めることができないという規定

が追加されます。

ステップ 7 ヘッダーの正規化を選択します。次のオプションから選択します。

• [Relaxed]。 「relaxed」ヘッダー正規化アルゴリズムは、次を実行します。ヘッダー名を小文字に変
更し、ヘッダーを展開して、連続した空白を 1つの空白に短縮し、先頭と末尾の空白を取り除きま
す。

• [Simple]。ヘッダーは変更されません。

ステップ 8 本文の正規化を選択します。次のオプションから選択します。

• [Relaxed]。「relaxed」ヘッダー正規化アルゴリズムは、次を実行します。本文末尾の空の行を取り
除き、行中の空白を 1つの空白に短縮し、行の末尾の空白を取り除きます。

• [Simple]。本文末尾の空の行を取り除きます。
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ステップ 9 すでに署名キーを作成している場合、署名キーを選択します。それ以外の場合は、次のステップに進みま

す。署名キーをリストから選択させるために、少なくとも1つの署名キーを作成する（またはインポート
する）必要があります。署名キーの作成または編集, （595ページ）を参照してください。

ステップ 10 署名するヘッダーのリストを選択します。次のヘッダーから選択できます。

• [すべて（All）]。 AsyncOSは署名時に存在するすべてのヘッダーに署名します。送信中にヘッダー
の追加や削除が予想されない場合は、すべてのヘッダーに署名することが考えられます。

• [標準（Standard）]。送信中にヘッダーの追加や削除が予想される場合は、標準ヘッダーを選択する
ことが考えられます。AsyncOSは次の標準ヘッダーにのみ署名します（メッセージにそのヘッダーが
存在しない場合、DKIM署名は、そのヘッダーにヌル値を示します）。

◦送信元（From）

◦ Sender、Reply To-

◦ Subject

◦ Date、Message-ID

◦ To、Cc

◦ MIME-Version

◦ Content-Type、Content-Transfer-Encoding、Content-ID、Content-Description

◦ Resent-Date、Resent-From、Resent-Sender、Resent-To、Resent-cc、Resent-Message-ID

◦ In-Reply-To、References

◦ List-Id、List-Help、List-Unsubscribe、LIst-Subscribe、List-Post、List-Owner、List-Archive

[標準（Standard）]を選択した場合、署名するヘッダーを追加できま
す。

（注）

ステップ 11 メッセージ本文に署名する方法を指定します。メッセージ本文に署名するか、署名するバイト数を選択で
きます。次のオプションのいずれかを選択します。

• [本文全体を含む（WholeBody Implied）]。本文の長さを判断するために「l=」タグを使用しないでく
ださい。メッセージ全体に署名し、変更を許可しません。

• [本文全体を自動判断（WholeBodyAuto-determined）]。メッセージ本文全体に署名し、送信中に本文
の末尾へのデータの追加を許可します。

• [最初に署名 _バイト（Sign first _ bytes）]。指定したバイト数まで、メッセージ本文に署名します。

ステップ 12 メッセージ署名のヘッダーフィールドに含めるタグを選択します。これらのタグに格納されている情報は
メッセージ署名の検証に使用されます。次のオプションから 1つ以上を選択します。

• ["i"タグ]。署名されたメッセージが代理したユーザまたはエージェントの ID（たとえば、メーリン
グリストマネージャ）。ドメイン@example.comなど、@記号が付加されたドメイン名を入力しま
す。
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• ["q"タグ]。公開キーを取得するために使用されるクエリー方法のコロン区切りリスト。現在、唯一
有効な値は dns/txtです。

• ["t"タグ]。署名が作成されたときのタイムスタンプを表示します。

• ["x"タグ]。署名が終了する絶対的な日時。署名の有効期限（秒単位）を指定します。デフォルトは
31536000秒です。

• ["z"タグ]。垂直バー（|）によって区切られているヘッダーフィールドのリストには、メッセージが
署名された時が示されます。これには、ヘッダーフィールドの名前と値が含まれます。次に例を示

します。

z=From:admin@example.come|To:joe@example.com|
Subject:test%20message|Date:Date:August%2026,%202011%205:30:02%20PM%20-0700

ステップ 13 署名のドメインプロファイルを使用するユーザ（電子メールアドレス、ホストなど）を入力します。
ドメインプロファイルを作成する場合、特定のユーザに関連付けるプロファイルの決定におい

て、階層を使用することに注意してください。たとえば、example.comのプロファイルと
joe@example.comの別のプロファイルを作成するとします。joe@example.comからメールが送信
される場合、joe@example.comのプロファイルが使われます。しかし、メールがadam@example.com
から送信される場合は、example.comのプロファイルが使われます。

（注）

ステップ 14 変更を送信し、保存します。

ステップ 15 この時点で、送信メールフローポリシーで DomainKeys/DKIM署名をイネーブルにしていない場合はイ
ネーブルにする必要があります（送信メールの署名のイネーブル化,（590ページ）を参照してください）。

DomainKeysと DKIMの両方のプロファイルを作成している場合、AsyncOSは送信メールに
DomainKeysと DKIMの両方の署名を実行します。

（注）

署名キーの作成または編集

新しい署名キーの作成

署名キーは DomainKeysおよび DKIM署名のドメインプロファイルに必要です。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）]を選択します。
ステップ 2 [キーを追加（Add Key）]をクリックします。
ステップ 3 キーの名前を入力します。

ステップ 4 [生成（Generate）]をクリックし、キーサイズを選択します。
ステップ 5 変更を送信し、保存します。

キーを割り当てるドメインプロファイルを編集していない場合は、編集する必要がある場合が

あります。

（注）
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既存の署名キーの編集

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）]を選択します。
ステップ 2 目的の署名キーをクリックします。

ステップ 3 新しい署名キーの作成, （595ページ）の説明に従って、目的のフィールドを編集します。
セキュリティ強化のため、FIPSモードでアプライアンス内での機密データの暗号化をイネーブ
ルにすると、秘密キーを表示できなくなります。秘密キーを編集する場合は、秘密キーを貼り

付けるか、または新しい秘密キーを作成します。

（注）

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

署名キーのエクスポート

アプライアンスのすべてのキーは、1つのテキストファイルとしてエクスポートされます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）]を選択します。
ステップ 2 [キーをエクスポート（Export Keys）]をクリックします。

セキュリティ強化のため、FIPSモードでアプライアンス内での機密データの暗号化をイネーブ
ルにすると、エクスポート中に署名キーが暗号化されます。

（注）

ステップ 3 ファイルの名前を入力し、[送信（Submit）]をクリックします。

既存の署名キーのインポートまたは入力

キーの貼り付け

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）]を選択します。
ステップ 2 [キーを追加（Add Key）]をクリックします。
ステップ 3 [貼り付けキー（Paste Key）]フィールドにキーを貼り付けます（PEMフォーマットされ、RSAキーのみ

である必要があります）。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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既存のエクスポートファイルからのキーのインポート

キーファイルを取得するには、署名キーのエクスポート,（596ページ）を参照してください。（注）

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）]を選択します。
ステップ 2 [キーをインポート（Import Keys）]をクリックします。
ステップ 3 エクスポートされた署名キーを含むファイルを選択します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。インポートによってすべての既存の署名キーが置き換えられること
が警告されます。テキストファイルのすべてのキーがインポートされます。

ステップ 5 [インポート（Import）]をクリックします。

署名キーの削除

選択した署名キーの削除

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）]を選択します。
ステップ 2 削除する各署名キーの右のチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [削除（Delete）]をクリックします。
ステップ 4 削除を確認します。

すべての署名キーの削除

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）]を選択します。
ステップ 2 [署名キー（Signing Keys）]ページの [すべてのキーを消去（Clear All Keys）]をクリックします。
ステップ 3 削除を確認します。
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DNS テキストレコードの生成

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [ドメイン署名プロファイル（Domain Signing Profiles）]セクションの [DNSテキストレコード（DNS Text

Record）]列で、対応するドメインプロファイルの [生成（Generate）]リンクをクリックします。
ステップ 3 DNSテキストレコードに含める属性のチェックボックスをオンにします。
ステップ 4 [再生成（Generate Again）]をクリックして、変更を含めてキーを再生成します。
ステップ 5 DNSテキストレコードがウィンドウの下部のテキストフィールド（コピーできます）に表示されます。

場合によっては、複数の文字列のDNSテキストレコードが生成されます。複数の文字列のDNSテキスト
レコード, （598ページ）を参照してください。

ステップ 6 [完了（Done）]をクリックします。

複数の文字列の DNS テキストレコード

DNSテキストレコードの生成に使用される署名キーのサイズが 1024ビットより大きい場合は、
複数の文字列の DNSテキストレコードが生成されることがあります。これは、DNSテキストレ
コードの単一の文字列に含めることができるのは、255文字以下であるためです。一部の DNS
サーバでは複数の文字列の DNSテキストレコードが受け入れられないか、実行されないため、
DKIM認証は失敗する可能性があります。

このシナリオを回避するために、二重引用符を使用して、複数の文字列の DNSテキストレコー
ドを、255バイト未満の文字列に分割することを推奨します。次に、例を示します。

s._domainkey.domain.com. IN TXT "v=DKIM1;"
"p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQE"
"A4Vbhjq2n/3DbEk6EHdeVXlIXFT7OEl81amoZLbvwMX+bej"
"CdxcsFV3uS7G8oOJSWBP0z++nTQmy9ZDWfaiopU6k7tzoi"
"+oRDlKkhCQrM4oP2B2F5sTDkYwPY3Pen2jgC2OgbPnbo3o"
"m3c1wMWgSoZxoZUE4ly5kPuK9fTtpeJHNiZAqkFICiev4yrkL"
"R+SmFsJn9MYH5+lchyZ74BVm+16Xq2mptWXEwpiwOxWI"
"YHXsZo2zRjedrQ45vmgb8xUx5ioYY9/yBLHudGc+GUKTj1i4"
"mQg48yCD/HVNfsSRXaPinliEkypH9cSnvgvWuIYUQz0dHU;"

このようにして分割されたDNSテキストレコードが、DKIM実装により、処理前に元の単一の文
字列に再構築されます。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
598

電子メール認証

DomainKeys/DKIM 署名の設定（GUI）



ドメインプロファイルのテスト

署名キーを作成し、それをドメインプロファイルに関連付け、DNSテキストを生成して、権限の
ある DNSに挿入したら、ドメインプロファイルをテストできます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [ドメイン署名プロファイル（Domain Signing Profiles）]セクションの [テストプロファイル（Test Profile）]

列で、ドメインプロファイルの [テスト（Test）]リンクをクリックします。
ステップ 3 成功または失敗を示すメッセージがページの上部に表示されます。テストが失敗した場合、エラーテキス

トを含む警告メッセージが表示されます。

ドメインプロファイルのエクスポート

アプライアンスのすべてのドメインプロファイルは、単一のテキストファイルにエクスポートさ

れます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [ドメインプロファイルのエクスポート（Export Domain Profiles）]をクリックします。
ステップ 3 ファイルの名前を入力し、[送信（Submit）]をクリックします。

ドメインプロファイルのインポート

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [ドメインプロファイルのインポート（Import Domain Profiles）]をクリックします。
ステップ 3 エクスポートされたドメインプロファイルを含むファイルを選択します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。インポートによってすべての既存のドメインプロファイルが置き換
えられることが警告されます。テキストファイルのすべてのドメインプロファイルがインポートされま

す。

ステップ 5 [インポート（Import）]をクリックします。
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ドメインプロファイルの削除

ドメインプロファイルの削除

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 削除する各ドメインプロファイルの右のチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [削除（Delete）]をクリックします。
ステップ 4 削除を確認します。

すべてのドメインプロファイルの削除

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [すべて消去（Clear All）]をクリックします。
ステップ 3 削除を確認します。

ドメインプロファイルの検索

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [ドメインプロファイルの検索（Find Domain Profiles）]セクションで、検索条件を指定します。
ステップ 3 [プロファイルの検索（Find Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 検索では、各ドメインプロファイルの email、domain、selector、signing key nameのフィールドがスキャン

されます。

検索語を入力しない場合、検索エンジンはすべてのドメインプロファイルを返しま

す。

（注）

DKIM グローバル設定の編集
DKIMのグローバル設定を使用して、次のことを行うかどうかを選択できます。

• DKIM署名でシステムによって生成されたメッセージに署名します。アプライアンスは次の
メッセージに署名します。

◦ Cisco IronPortスパム隔離通知
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◦コンテンツフィルタで生成された通知

◦設定メッセージ

◦サポートリクエスト

• DKIM署名の Fromヘッダーの使用

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [DKIMグローバル設定（DKIM Global Settings）]の下の [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 要件に応じて、次のフィールドを設定します。

•システム生成メッセージのDKIM署名（DKIM Signing of System Generated Messages）

• DKIM署名の Fromヘッダーの使用

DKIM署名に Fromヘッダーを使用していない場合、または有効な Fromヘッダーが存在しない
場合は、Senderヘッダーが使用されます。DKIM署名済みメッセージの DMARC検証の場合、
DKIM署名中は Fromヘッダーを使用する必要があります。

（注）

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

ドメインキーとロギング

DomainKeys署名時には、次のような行がメールログに追加されます。

Tue Aug 28 15:29:30 2007 Info: MID 371 DomainKeys: signing with dk-profile - matches
user123@example.com
Tue Aug 28 15:34:15 2007 Info: MID 373 DomainKeys: cannot sign - no profile matches
user12@example.com

DKIM署名時には、次のような行がメールログに追加されます。

Tue Aug 28 15:29:54 2007 Info: MID 372 DKIM: signing with dkim-profile - matches
user@example.com
Tue Aug 28 15:34:15 2007 Info: MID 373 DKIM: cannot sign - no profile matches
user2@example.com

DKIM を使用した受信メッセージの検証方法
DKIMを使用した受信メッセージの検証方法
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詳細（More Info）操作内容

DKIM検証プロファイルの作成,（604
ページ）

DKIMを使用してメッセージを検証するプロ
ファイルを作成します。

ステップ
1

メールフローポリシーを使用した着

信メッセージのルールの定義, （127
ページ）

（任意）DKIMを使用した受信メッセージの
検証に使用されるカスタムのメールフローポ

リシーを作成します。

ステップ
2

メールフローポリシーでのDKIM検
証の設定, （606ページ）

DKIMを使用して受信メッセージを検証する
ようにメールフローポリシーを設定します。

ステップ

3：

DKIM検証済みメールのアクションの
設定, （607ページ）

Eメールセキュリティアプライアンスが確認
されたメッセージで実行するアクションを定

義します。

ステップ

4：

メールポリシーの設定, （292ペー
ジ）

特定の送信者または受信者のグループにアク

ションを関連付けます。

ステップ

5：

AsyncOS による DKIM 検証チェック
DKIM検証用に AsyncOSアプライアンスを設定すると、次のチェックが実行されます。

ステップ 1 AsyncOSは受信メールの [DKIMシグネチャ（DKIM-Signature）]フィールド、署名ヘッダーの構文、有効
なタグ値、必須タグを調べます。署名がこれらのいずれかのチェックで失敗すると、AsyncOSは permfail
を返します。

ステップ 2 署名チェックの実行後、公開 DNSレコードから公開キーが取得され、TXTレコードが検証されます。こ
のプロセス中にエラーが検出されると、AsyncOSは permfailを返します。公開キーの DNSクエリーで応
答を取得できない場合、tempfailが発生します。

ステップ 3 公開キーの取得後、AsyncOSはハッシュ値をチェックし、署名を検証します。この手順中にエラーが発生
すると、AsyncOSは permfailを返します。

ステップ 4 チェックにすべて合格すると、AsyncOSは passを返します。
メッセージ本文が指定された長さより長い場合、AsyncOSは次の判定を返しま
す。

（注）

dkim = pass (partially verified [x bytes])

ここで Xは検証されたバイト数を表します。

最終検証結果は、Authentication-Resultsヘッダーとして入力されます。たとえば、次のいずれかのような
ヘッダーを受け取ることがあります。

Authentication-Results: example1.com

header.from=From:user123@example.com; dkim=pass (signature verified)
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Authentication-Results: example1.com

header.from=From:user123@example.com; dkim=pass (partially verified [1000 bytes])

Authentication-Results: example1.com

header.from=From:user123@example.com; dkim=permfail (body hash did not verify)

現在の DKIM検証は最初の有効な署名で停止します。最後に検出された署名を使用して、検証
できません。この機能は、後のリリースで使用できるようになる可能性があります。

ドメインにDKIMテストモードでそのDNS TXTレコードがあるとき（t=y）、アプライアンス

は DKIM検証と操作を完全にスキップします。

（注）

DKIM 検証プロファイルの管理
DKIM検証プロファイルは Eメールセキュリティアプライアンスのメールフローポリシーが
DKIM署名を保証するために使用されるパラメータのリストです。たとえば、クエリーがタイム
アウトする前に 30秒取る検証プロファイルと、クエリーがタイムアウトする前に 3秒だけ取る検
証プロファイルの、2つの検証プロファイルを作成できます。THROTTLEDメールフローポリ
シーに 2つ目の検証プロファイルを割り当てて、DDoSの場合の接続スタベーションを防止でき
ます。検証プロファイルは次の情報で構成されます。

•検証プロファイルの名前。

•許容できる公開キーの最小、最大サイズ。デフォルトのキーのサイズは 512および 2048で
す。

•メッセージの中で検証できる署名の最大数。メッセージに定義した署名の最大数よりも多く
の署名がある場合、アプライアンスは残りの署名の検証をスキップし、メッセージの処理を

続行します。デフォルトは、5つの署名です。

•送信者のシステム時刻と検証者のシステム時刻との間の時間の最大許容差（秒単位）。たと
えば、メッセージ署名が 05:00:00に期限切れとなり、検証者のシステム時刻が 05:00:30であ
る場合、時間の許容差が 60秒であればメッセージ署名は有効なままですが、許容差が 10秒
であれば無効になります。デフォルトは 60秒です。

•本文の長さのパラメータを使用するかどうかを指定するオプション。

•一時的な障害の場合に実行する SMTPアクション。

•永続的な障害の場合に実行する SMTPアクション。

プロファイル名ですべての既存の検証プロファイルを検索できます。

アプライアンスのコンフィギュレーションディレクトリに DKIM検証プロファイルをテキスト
ファイルとしてエクスポートできます。検証プロファイルをエクスポートすると、アプライアン

スに存在するすべてのプロファイルが 1つのテキストファイルに挿入されます。詳細について
は、DKIM検証プロファイルのエクスポート, （605ページ）を参照してください。
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以前エクスポートした DKIM検証プロファイルをインポートできます。DKIM検証プロファイル
をインポートすると、マシンの現在のすべての DKIM検証プロファイルを置き換えることになり
ます。詳細については、DKIM検証プロファイルのインポート, （605ページ）を参照してくださ
い。

DKIM 検証プロファイルの作成

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [検証プロファイル（Verification Profiles）]をクリックします。
ステップ 2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
ステップ 3 プロファイル名を入力します。

ステップ 4 アプライアンスが許可する署名キーの最小キーサイズを選択します。

ステップ 5 アプライアンスが許可する署名キーの最大キーサイズを選択します。

ステップ 6 1つのメッセージで検証する署名の最大数を選択します。デフォルトは 5つの署名です。
ステップ 7 キークエリーがタイムアウトするまでの時間（秒）を選択します。デフォルトは 10秒です。
ステップ 8 送信者のシステム時刻と検証者のシステム時刻との間の時間の最大許容差（秒単位）を選択します。デ

フォルトは 60秒です。
ステップ 9 メッセージの検証に、署名の本文の長さのパラメータを使用するかどうか選択します。

ステップ 10 署名を確認するときに一時的な障害がある場合、Eメールセキュリティアプライアンスがメッセージを
受け入れるか、拒否するかを選択します。アプライアンスがメッセージを拒否する場合、デフォルトの

451 SMTP応答コードまたは別の SMTP応答コードとテキストを送信するよう選択できます。
ステップ 11 署名を確認するときに永続的な障害がある場合は、Eメールセキュリティアプライアンスがメッセージ

を受け入れるか、拒否するかを選択します。アプライアンスがメッセージを拒否する場合、デフォルトの

451 SMTP応答コードまたは別の SMTP応答コードとテキストを送信するよう選択できます。
ステップ 12 変更を送信します。

新しいプロファイルが DKIM検証プロファイルのテーブルに表示されます。

ステップ 13 変更を保存します。

ステップ 14 この時点で着信メールフローポリシーで DKIM検証をイネーブルにし、使用する検証プロファイルを選
択する必要があります。
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DKIM 検証プロファイルのエクスポート
アプライアンスのすべてのDKIM検証プロファイルは単一のテキストファイルとしてエクスポー
トされ、アプライアンスの configurationディレクトリに保存されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [検証プロファイル（Verification Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルをエクスポート（Export Profiles）]をクリックします。
ステップ 3 ファイルの名前を入力し、[送信（Submit）]をクリックします。

DKIM 検証プロファイルのインポート

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [検証プロファイル（Verification Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルをインポート（Import Profiles）]をクリックします。
ステップ 3 DKIM検証プロファイルを含むファイルを選択します。
ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。インポートによってすべての既存のDKIM検証プロファイルが置き

換えられることが警告されます。

ステップ 5 [インポート（Import）]をクリックします。

DKIM 検証プロファイルの削除

選択した DKIM 検証プロファイルの削除

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [検証プロファイル（Verification Profiles）]を選択します。
ステップ 2 削除する各 DKIM検証プロファイルの右のチェックボックスをオンにします。
ステップ 3 [削除（Delete）]をクリックします。
ステップ 4 削除を確認します。
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すべての DKIM 検証プロファイルの削除

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [検証プロファイル（Verification Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [すべて消去（Clear All）]をクリックします。
ステップ 3 削除を確認します。

DKIM 検証プロファイルの検索
すべての DKIM検証プロファイルについてプロファイル名から特定の用語を検索します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [検証プロファイル（Verification Profiles）]を選択します。
ステップ 2 [次のDKIM検証プロファイルを検索（Search DKIM Verification Profiles）]セクションで、検索条件を指定

します。

ステップ 3 [プロファイルの検索（Find Profiles）]をクリックします。
検索では、各 DKIM検証プロファイル名をスキャンします。

検索語を入力しない場合、検索エンジンはすべての DKIM検証プロファイルを返します。

メールフローポリシーでの DKIM 検証の設定
DKIM検証は、受信メールのメールフローポリシーでイネーブルにします。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]を選択します。
ステップ 2 検証を実行するリスナーの着信メールポリシーをクリックします。

ステップ 3 メールフローポリシーの [セキュリティサービス（Security Features）]セクションで、[オン（On）]を選
択して、[DKIM検証（DKIM Verification）]をイネーブルにします。

ステップ 4 ポリシーで使用する DKIM検証プロファイルを選択します。
ステップ 5 変更を保存します。
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DKIM 検証とロギング
DKIM検証時には、次のような行がメールログに追加されます。
mail.current:Mon Aug 6 13:35:38 2007 Info: MID 17 DKIM: no signature

mail.current:Mon Aug 6 15:00:37 2007 Info: MID 18 DKIM: verified pass

DKIM 検証済みメールのアクションの設定
DKIMメールを検証すると、メールにAuthentication-Resultsヘッダーが追加されますが、認証結果
に関係なく、メールは受け入れられます。これらの認証結果に基づいてアクションを設定するに

は、コンテンツフィルタを作成して、DKIM検証済みメールに対するアクションを実行します。
たとえば、DKIM検証が失敗した場合、メールを配信、バウンス、ドロップ、または隔離エリア
に送るように設定することができます。これを実行するには、コンテンツフィルタを使用して、

アクションを設定する必要があります。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [着信フィルタ（Incoming Filters）]を選択します。
ステップ 2 [フィルタの追加（Add Filter）]をクリックします。
ステップ 3 [条件（Conditions）]セクションで、[条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 4 条件のリストから [DKIM認証（DKIM Authentication）]を選択します。
ステップ 5 DKIM条件を選択します。次のオプションのいずれかを選択します。

• [Pass]。メッセージは認証テストに合格しました。

• [Neutral]。認証が実行されませんでした。

• [Temperror]。 修復可能なエラーが発生しました。

• [Permerror]。修復不可能なエラーが発生しました。

• [Hardfail]。認証テストが失敗しました。

• [None]。メッセージは署名されていません。

ステップ 6 条件に関連付けるアクションを選択します。たとえば、DKIM検証が失敗した場合、受信者に通知し、
メッセージをバウンスさせることができます。またはDKIM検証に合格した場合、それ以上処理せずに、
メッセージをすぐに配信することができます。

ステップ 7 新しいコンテンツフィルタを送信します。

ステップ 8 適切な受信メールポリシーでコンテンツフィルタをイネーブルにします。

ステップ 9 変更を保存します。
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SPF および SIDF 検証の概要
AsyncOSは、Sender Policy Framework（SPF）および Sender ID Framework（SIDF）検証をサポート
しています。SPFと SIDFは DNSレコードに基づいて電子メールの信頼性を検証する方法です。
SPFと SIDFにより、インターネットドメインの所有者は、特別な形式のDNS TXTレコードを使
用して、そのドメインに電子メールを送信する権限のあるマシンを指定することができます。準

拠したメール受信側は、パブリッシュされた SPFレコードを使用して、メールトランザクション
中に、送信側のメール転送エージェントの IDの権限をテストします。

SPF/SIDF認証を使用すると、送信側はそれらの名前の使用が許可されるホストを指定するSPFレ
コードをパブリッシュし、準拠するメール受信側はパブリッシュされたSPFレコードを使用して、
メールトランザクション中に送信側のメール転送エージェントの IDの権限をテストします。

SPFチェックでは、解析と評価が必要であるため、AsyncOSのパフォーマンスに影響する場合
があります。さらに、SPFチェックによって、DNSインフラストラクチャの負荷が増えること
に注意してください。

（注）

SPFと SIDFを操作する場合、SIDFは SPFに似ていますが、いくつかの違いがあります。SIDFと
SPFの違いに関する詳しい説明については、RFC 4406を参照してください。このマニュアルの目
的のため、この 2つの用語は、1つのタイプの検証のみを適用する場合を除いて、まとめて説明
しています。

AsyncOSは着信リレーに対して SPFをサポートしていません。（注）

有効な SPF レコードに関する注意
アプライアンスで SPFおよび SIDFを使用するには、RFC 4406、4408および 7208に従って、SPF
レコードをパブリッシュします。PRA IDの決定方法の定義については、RFC 4407を確認してく
ださい。さらに、SPFレコードとSIDFレコードを作成する場合に犯しやすい誤りについては、次
のWebサイトを参照してください。

http://www.openspf.org/FAQ/Common_mistakes

有効な SPF レコード
SPF HELOチェックに合格するには、各送信側MTAに（ドメインとは別に）「v=spf1 a –all」SPF
レコードを含めます。このレコードを含めないと、HELOチェックは HELO IDに None判定を下
す可能性があります。ドメインへの SPF送信側が大量の None判定を返した場合、これらの送信
側は各送信側MTAに「v=spf1 a –all」SPFレコードを含めていない可能性があります。
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有効な SIDF レコード
SIDFフレームワークをサポートするには、「v=spf1」レコードと「spf2.0」レコードの両方をパブ
リッシュする必要があります。たとえば、DNSレコードは次の例のようになります。
example.com. TXT "v=spf1 +mx a:colo.example.com/28 -all"

smtp-out.example.com TXT "v=spf1 a -all"

example.com. TXT "spf2.0/mfrom,pra +mx a:colo.example.com/28 -all"

SIDFは HELO IDを検証しないため、この場合、各送信側MTAに SPF v2.0レコードをパブリッ
シュする必要はありません。

SIDFをサポートしない場合は、「spf2.0/pra ~all」レコードをパブリッシュします。（注）

SPF レコードのテスト
RFCの確認に加えて、Eメールセキュリティアプライアンスに SPF検証を実装する前に、SPFレ
コードをテストすることを推奨します。openspf.org Webサイトでは、いくつかのテストツールが
提供されています。

http://www.openspf.org/Tools

次のツールを使用して、電子メールが SPFレコードチェックに失敗した理由を判断できます。

http://www.openspf.org/Why

さらに、テストリスナーで SPFをイネーブルにし、シスコの trace CLIコマンドを使用して（ま
たは GUIからトレースを実行して）、SPF結果を表示できます。トレースを使用すると、さまざ
まな送信側 IPを簡単にテストできます。

SPF/SDIF を使用した受信メッセージの検証方法
詳細（More Info）操作内容

メールフローポリシーを使用した

着信メッセージのルールの定義, （
127ページ）

（任意）SPF/SDIFを使用した受信メッセージ
の検証に使用されるカスタムのメールフロー

ポリシーを作成します。

ステップ 1

SPFと SIDFのイネーブル化, （610
ページ）

SPF/SDIFを使用して受信メッセージを検証す
るようにメールフローポリシーを設定しま

す。

ステップ 2

SPF/SIDF検証済みメールに対して
実行するアクションの決定, （614
ページ）

Eメールセキュリティアプライアンスが確認
されたメッセージで実行するアクションを定

義します。

ステップ

3：
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詳細（More Info）操作内容

メールポリシーの設定, （292ペー
ジ）

特定の送信者または受信者のグループにアク

ションを関連付けます。

ステップ

4：

SPF/SIDF結果のテスト, （617ペー
ジ）

（任意）メッセージの検証の結果をテストし

ます。

ステップ

5：

シスコでは、グローバルな電子メール認証を強く奨励していますが、業界での採用途上にある

現時点では、SPF/SIDF認証の失敗に対して慎重な処理を行うよう提案しています。さらに多
くの組織で社内公認のメール送信インフラストラクチャの制御能力が向上するまでは、シスコ

は電子メールのバウンスを回避し、代わりに SPF/SIDF検証に失敗した電子メールを隔離でき
ます。

注意

AsyncOSコマンドラインインターフェイス（CLI）では、Webインターフェイスよりも詳細な
SPFレベルの制御設定を提供しています。SPF判定に基づいて、アプライアンスは、リスナー
単位で SMTPカンバセーションにおいてメッセージを許可または拒否できます。SPFの設定
は、listenerconfigコマンドを使用してリスナーのホストアクセステーブルのデフォルト設定
を編集するときに変更できます。設定の詳細については、CLIを使用した SPFおよび SIDFの
イネーブル化, （611ページ）を参照してください。

（注）

SPF と SIDF のイネーブル化
SPF/SIDFを使用するには、受信リスナーでメールフローポリシーの SPF/SIDFをイネーブルにす
る必要があります。デフォルトのメールフローポリシーから、リスナーで SPF/SIDFをイネーブ
ルにするか、特定の受信メールポリシーについてSPF/SIDFをイネーブルにすることができます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policy）]を選択します。
ステップ 2 [デフォルトポリシーパラメータ（Default Policy Parameters）]をクリックします。
ステップ 3 デフォルトのポリシーパラメータで、[セキュリティサービス（SecurityFeatures）]セクションを表示しま

す。

ステップ 4 [SPF/SIDF検証（SPF/SIDF Verification）]セクションで、[オン（On）]をクリックします。
ステップ 5 準拠のレベルを設定します（デフォルトは SIDF互換）。このオプションを使用して、使用する SPFまた

は SIDF検証の規格を判断できます。SIDF準拠に加えて、SPFと SIDFを組み合わせた SIDF互換を選択
できます

SPF/SIDF準拠レベル
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説明準拠レベル

SPF/SIDF検証は RFC4408および RFC7208に従って動作します。

- PRA（Purported Responsible Address）ID検証は行われません。

注：HELO IDに対してテストするには、この準拠オプションを選択します。

SPF

SPF/SIDF検証は RFC4406に従って動作します。

- PRA IDは規格への完全準拠によって判断されます。

- SPF v1.0レコードは spf2.0/mfrom,praとして扱われます。

-存在しないドメインや形式が誤った IDについては、Failの判定が返されます。

SIDF

SPF/SIDF検証は、次の違いを除き、RFC4406に従って動作します。

- SPF v1.0レコードは spf2.0/mfromとして扱われます。

-存在しないドメインや形式が誤った IDについては、Noneの判定が返されます。

注：この準拠オプションは、OpenSPFコミュニティ（www.openspf.org）の要求に
応じて導入されました。

SIDF互換（SIDF
Compatible）

CLIからはさらに多くの設定を使用できます。詳細については、CLIを使用したSPFおよびSIDF
のイネーブル化, （611ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 6 SIDF互換の準拠レベルを選択した場合、メッセージに Resent-Sender:または Resent-From:ヘッダーが存在
する場合に、検証で PRA IDの Pass結果を Noneにダウングレードするかどうかを設定します。このオプ
ションをセキュリティ目的で選択できます。

ステップ 7 SPFの準拠レベルを選択した場合、HELOIDに対してテストを実行するかどうかを設定します。このオプ
ションを使用して、HELOチェックをディセーブルにすることによって、パフォーマンスが向上すること
があります。これは、spf-passedフィルタルールで、PRAまたはMAIL FROM IDが最初にチェックされ
るため、便利な場合があります。アプライアンスは SPF準拠レベルに対してのみ HELOチェックを実行
します。

CLI を使用した SPF および SIDF のイネーブル化
AsyncOSCLIでは各SPF/SIDF準拠レベルのより詳細な制御設定をサポートしています。リスナー
のホストアクセステーブルのデフォルトの設定をする場合、リスナーのSPF/SIDF準拠レベルと、
アプライアンスが SPF/SIDF検証結果に基づいて実行する SMTPアクション（ACCEPTまたは
REJECT）を選択できます。アプライアンスがメッセージを拒否する場合に送信するSMTP応答を
定義することもできます。

準拠レベルに応じて、アプライアンスは HELO ID、MAIL FROM ID、または PRA IDに対して
チェックを実行します。アプライアンスが、次の各 IDチェックの各 SPF/SIDF検証結果に対し、
セッションを続行する（ACCEPT）か、セッションを終了する（REJECT）かを指定できます。
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• [None]。情報の不足のため、検証を実行できません。

• [Neutral]。ドメイン所有者は、クライアントに指定された IDを使用する権限があるかどうか
をアサートしません。

• [SoftFail]。ドメイン所有者は、ホストが指定された IDを使用する権限がないと思うが、断言
を避けたいと考えています。

• [失敗]：クライアントは、指定された IDでメールを送信する権限がありません。

• [TempError]。検証中に一時的なエラーが発生しました。

• [Permerror]。検証中に永続的なエラーが発生しました。

アプライアンスは、メッセージにResent-Sender:またはResent-From:ヘッダーが存在する場合に、
PRA IDの Pass結果を Noneにダウングレードするように SIDF互換準拠レベルを設定していない
限り、Pass結果のメッセージを受け入れます。アプライアンスは PRAチェックで Noneが返され
た場合に指定された SMTPアクションを実行します。

IDチェックに対して SMTPアクションを定義していない場合、アプライアンスは Failを含むすべ
ての検証結果を自動的に受け入れます。

イネーブルにされたいずれかの IDチェックの ID検証結果がREJECTアクションに一致する場合、
アプライアンスはセッションを終了します。たとえば、管理者は、すべてのHELO IDチェック結
果に基づいてメッセージを受け入れるようにリスナーを設定しますが、MAIL FROM IDチェック
からの Fail結果に対してはメッセージを拒否するようにリスナーを設定するとします。メッセー
ジがHELO IDチェックに失敗しても、アプライアンスはその結果を受け入れるため、セッション
が続行します。次に、メッセージがMAIL FROM IDチェックで失敗した場合、リスナーはセッ
ションを終了し、REJECTアクションの STMP応答を返します。

SMTP応答は、アプライアンスがSPF/SIDF検証結果に基づいてメッセージを拒否する場合に返す
コード番号とメッセージです。TempError結果は、他の検証結果と異なるSMTP応答を返します。
TempErrorの場合、デフォルトの応答コードは451で、デフォルトのメッセージテキストは「#4.4.3

Temporary error occurred during SPF verification」です。他のすべての検証結果では、デフォ

ルトの応答コードは 550で、デフォルトのメッセージテキストは「#5.7.1 SPF unauthorized mail

is prohibited」です。TempErrorや他の検証結果に独自の応答コードとメッセージテキストを指
定できます。

任意で、Neutral、SoftFail、または Fail検証結果に対して REJECTアクションが実行された場合
に、SPFパブリッシャドメインから、サードパーティの応答を返すように、アプライアンスを設
定することができます。デフォルトで、アプライアンスは次の応答を返します。

550-#5.7.1 SPF unauthorized mail is prohibited.

550-The domain example.com explains:

550 <Response text from SPF domain publisher>

これらの SPF/SIDF設定をイネーブルにするには、listenerconfig -> editサブコマンドを使用

し、リスナーを選択します。次に、hostaccess -> defaultサブコマンドを使用して、ホストアク

セステーブルのデフォルトの設定を編集します。

ホストアクセステーブルでは、次の SPF制御設定を使用できます。
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CLIを使用した SPF制御設定

使用可能な SPF 制御設定準拠レベル

• HELO IDチェックを実行するかどうか

•次の IDチェックの結果に基づいて実行される SMTPアクション

◦ HELO ID（イネーブルの場合）

◦ MAIL FROM ID

• REJECTアクションに対して返される SMTP応答コードとテキス
ト

•秒単位の検証タイムアウト

SPFのみ（SPF Only）

• HELO IDチェックを実行するかどうか

•メッセージにResent-Sender:またはResent-From:ヘッダーが存在す
る場合に、検証で PRA IDの Pass結果をNoneにダウングレードす
るかどうか

•次の IDチェックの結果に基づいて実行される SMTPアクション

◦ HELO ID（イネーブルの場合）

◦ MAIL FROM ID

◦ PRA Identity

• REJECTアクションに対して返される SMTP応答コードとテキス
ト

•秒単位の検証タイムアウト

SIDF互換（SIDF
Compatible）

•次の IDチェックの結果に基づいて実行される SMTPアクション

◦ MAIL FROM ID

◦ PRA Identity

• SPF REJECTアクションの場合に返される SMTP応答コードとテ
キスト

•秒単位の検証タイムアウト

SIDF厳格（SIDF
Strict）

アプライアンスは HELO IDチェックを実行し、Noneおよび Neutral検証結果を受け入れ、その他
の結果を拒否します。SMTPアクションのCLIプロンプトはすべての IDタイプで同じです。ユー
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ザはMAIL FROM IDの SMTPアクションを定義しません。アプライアンスは、その IDのすべて
の検証結果を自動的に受け入れます。アプライアンスはすべての REJECT結果に対して、デフォ
ルトの拒否コードとテキストを使用します。

また、コマンドラインインターフェイスで listenerconfigコマンドを使用して、これを設定する

こともできます。

Received-SPF ヘッダー
AsyncOSで SPF/SIDF検証を設定すると、電子メールに SPF/SIDF検証ヘッダー（Received-SPF）

が配置されます。さらに、Received-SPF ヘッダーには、次の情報が含まれます。

•検証結果：SPF検証結果（検証結果, （615ページ）を参照してください）。

• ID：SPF検証でチェックされた ID：HELO、MAIL FROM、PRA。

•レシーバ：検証するホスト名（チェックを実行する）。

•クライアント IPアドレス：SMTPクライアントの IPアドレス。

• ENVELOPEFROM：エンベロープ送信者メールボックス。（MAILFROMIDは空にすること
ができないため、これは、MAIL FROM IDと異なることがあります）。

• x-sender：HELO、MAIL FROM、または PRA IDの値。

• x-conformance：準拠のレベル（表「SPF/SIDF準拠レベル」を参照）と PRAチェックのダウ
ングレードが実行されたかどうか。

次の例に、SPF/SIDFチェックに合格したメッセージに追加されるヘッダーを示します。
Received-SPF: Pass identity=pra; receiver=box.example.com;

client-ip=1.2.3.4; envelope-from="alice@fooo.com";

x-sender="alice@company.com"; x-conformance=sidf_compatible

spf-statusおよびspf-passedフィルタルールでは、received-SPFヘッダーを使用して、SPF/SIDF
検証の状態が判断されます。

（注）

SPF/SIDF 検証済みメールに対して実行するアクションの
決定

SPF/SIDF検証されたメールを受信する場合、SPF/SIDF検証の結果によって異なるアクションを
実行することが必要になる場合があります。次のメッセージおよびコンテンツフィルタルールを

使用して、SPF/SIDF検証済みメールの状態を判断し、検証結果に基づいてメッセージへのアク
ションを実行できます。
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• spf-status。このフィルタルールは SPF/SIDF状態に基づいてアクションを決定します。有
効な SPF/SIDF戻り値ごとに異なるアクションを入力できます。

• spf-passed。このフィルタルールは SPF/SIDF結果をブール値として一般化します。

spf-passedフィルタルールはメッセージフィルタでのみ使用できます。（注）

より詳細な結果に対処する必要がある場合は、spf-statusルールを使用し、簡単なブール値を作

成する必要がある場合は spf-passedルールを使用できます。

検証結果

spf-statusフィルタルールを使用する場合、次の構文を使用して、SPF/SIDF検証結果に対して
チェックできます。

if (spf-status == "Pass")

1つの条件で複数の状態判定に対してチェックする場合、次の構文を使用できます。

if (spf-status == "PermError, TempError")

さらに、次の構文を使用して、HELO、MAIL FROM、PRA IDに対して検証結果をチェックする
こともできます。

if (spf-status("pra") == "Fail")

spf-statusメッセージフィルタルールは、HELO、MAIL FROM、PRA IDに対して結果を
チェックする場合にのみ使用できます。spf-statusコンテンツフィルタルールは、IDに対し
てチェックする場合に使用できません。spf-statusコンテンツフィルタは、PRA IDのみを
チェックします。

（注）

次のいずれかの検証結果を受け取る可能性があります。

• None：情報の不足のため、検証を実行できません。

• Pass：クライアントは、指定された IDでメールを送信する権限がありません。

• Neutral：ドメイン所有者は、クライアントに指定された IDを使用する権限があるかどうか
をアサートしません。

• SoftFail：ドメイン所有者は、指定された IDを使用する権限がホストにないと思うが、断言
を避けたいと考えています。

• Fail：クライアントは、指定された IDでメールを送信する権限がありません。

• TempError：検証中に一時的なエラーが発生しました。

• PermError：検証中に永続的なエラーが発生しました。
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CLI での spf-status フィルタルールの使用
次の例に、spf-statusメッセージフィルタの使用例を示します。

skip-spam-check-for-verified-senders:

if (sendergroup == "TRUSTED" and spf-status == "Pass"){

skip-spamcheck();

}

quarantine-spf-failed-mail:

if (spf-status("pra") == "Fail") {

if (spf-status("mailfrom") == "Fail"){

# completely malicious mail

quarantine("Policy");

} else {

if(spf-status("mailfrom") == "SoftFail") {

# malicious mail, but tempting

quarantine("Policy");

}

}

} else {

if(spf-status("pra") == "SoftFail"){

if (spf-status("mailfrom") == "Fail"

or spf-status("mailfrom") == "SoftFail"){

# malicious mail, but tempting

quarantine("Policy");

}

}

}

stamp-mail-with-spf-verification-error:

if (spf-status("pra") == "PermError, TempError"

or spf-status("mailfrom") == "PermError, TempError"

or spf-status("helo") == "PermError, TempError"){

# permanent error - stamp message subject

strip-header("Subject");

insert-header("Subject", "[POTENTIAL PHISHING] $Subject");

}

.
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GUI での spf-status コンテンツフィルタルール
GUIでコンテンツフィルタから spf-statusルールをイネーブルにすることもできます。ただし、
spf-statusコンテンツフィルタルールを使用した場合、HELO、MAIL FROM、PRA IDに対して結
果をチェックできません。

GUIから spf-statusコンテンツフィルタルールを追加するには、[メールポリシー（Mail Policies）]
> [受信コンテンツフィルタ（IncomingContent Filters）]をクリックします。次に [条件を追加（Add
Condition）]ダイアログボックスから、[SPF検証（SPF Verification）]フィルタルールを追加しま
す。条件に、1つ以上の検証結果を指定します。

SPF検証条件を追加したら、SPF状態に基づいて実行するアクションを指定します。たとえば、
SPF状態が SoftFailの場合、メッセージを隔離します。

spf-passed フィルタルールの使用
spf-passedルールは SPF検証の結果をブール値として表示します。次の例に、spf-passedとマー

クされていない電子メールを隔離するための spf-passedルールを示します。

quarantine-spf-unauthorized-mail:

if (not spf-passed) {

quarantine("Policy");

}

spf-statusルールと異なり spf-passedルールは SPF/SIDF検証値を簡単なブール値に単純化し
ます。次の検証結果は、spf-passedルールに合格していないものとして扱われます。None、
Neutral、Softfail、TempError、PermError、Fail。より詳細な結果に基づいて、メッセージへの
アクションを実行するには、spf-statusルールを使用します。

（注）

SPF/SIDF 結果のテスト
組織によって SPF/SIDFの実装方法が異なるため、SPF/SIDF検証の結果をテストし、これらの結
果を使用して、SPF/SIDFの失敗の処理方法を決定します。コンテンツフィルタ、メッセージフィ
ルタ、Email Security Monitor - Content Filtersレポートを組み合わせて使用し、SPF/SIDF検証の結
果をテストします。

SPF/SIDF検証の依存度によって、SPF/SIDF結果をテストする詳細レベルが決まります。

SPF/SIDF 結果の基本の詳細度のテスト
受信メールの SPF/SIDF検証結果の基本評価基準を取得するため、コンテンツフィルタと [メール
セキュリティモニタ-コンテンツフィルタ（Email Security Monitor - Content Filters）]ページを使用
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できます。このテストでは、SPF/SIDF検証結果のタイプごとに受信されたメッセージ数が表示さ
れます。

ステップ 1 受信リスナーで、メールフローポリシーの SPF/SIDF検証をイネーブルにし、コンテンツフィルタを使
用して、実行するアクションを設定します。SPF/SIDFをイネーブルにする方法については、SPFと SIDF
のイネーブル化, （610ページ）を参照してください。

ステップ 2 SPF/SIDF検証のタイプごとに spf-statusコンテンツフィルタを作成します。命名規則を使用して、検証の
タイプを示します。たとえば、SPF/SIDF検証に合格したメッセージには「SPF-Passed」を使用し、検証中
の一時的エラーのために合格しなかったメッセージには、「SPF-TempErr」を使用します。spf-statusコン
テンツフィルタの作成については、GUIでの spf-statusコンテンツフィルタルール, （617ページ）を参
照してください。

ステップ 3 多数の SPF/SIDF検証済みメッセージの処理後、[モニタ（Monitor）] > [コンテンツフィルタ（Content
Filters）]をクリックして、各 SPF/SIDF検証済みコンテンツフィルタをトリガーしたメッセージ数を確認
します。

SPF/SIDF 結果の高い詳細度のテスト
SPF/SIDF検証結果のより包括的な情報を得るには、送信者の特定のグループの SPF/SIDF検証を
イネーブルにし、それらの特定の送信者の結果を確認するだけです。次に、その特定のグループ

のメールポリシーを作成し、メールポリシーで SPF/SIDF検証をイネーブルにします。SPF/SIDF
結果の基本の詳細度のテスト,（617ページ）で説明するように、コンテンツフィルタを作成し、
Content Filtersレポートを確認します。検証が有効であることがわかったら、この指定した送信者
のグループの電子メールをドロップするかバウンスするかの決断の基準として、SPF/SIDF検証を
使用できます。

ステップ 1 SPF/SIDF検証のメールフローポリシーを作成します。受信リスナーで、メールフローポリシーのSPF/SIDF
検証をイネーブルにします。SPF/SIDFをイネーブルにする方法については、SPFとSIDFのイネーブル化,
（610ページ）を参照してください。

ステップ 2 SPF/SIDF検証の送信者グループを作成し、命名規則を使用して、SPF/SIDF検証を示します。送信者グルー
プの作成については、「Configuring the Gateway to Receive Mail」の章を参照してください。

ステップ 3 SPF/SIDF検証のタイプごとに spf-statusコンテンツフィルタを作成します。命名規則を使用して、検証の
タイプを示します。たとえば、SPF/SIDF検証に合格したメッセージには「SPF-Passed」を使用し、検証中
の一時的エラーのために合格しなかったメッセージには、「SPF-TempErr」を使用します。spf-statusコン
テンツフィルタの作成については、GUIでの spf-statusコンテンツフィルタルール, （617ページ）を参
照してください。

ステップ 4 多数の SPF/SIDF検証済みメッセージの処理後、[モニタ（Monitor）] > [コンテンツフィルタ（Content
Filters）]をクリックして、各 SPF/SIDF検証済みコンテンツフィルタをトリガーしたメッセージ数を確認
します。
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DMARC 検証
Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance（DMARC）は、電子メールベース
の不正利用の可能性を減らすために作成された技術仕様です。DMARCでは、電子メールの受信
者が SPFおよびDKIMメカニズムを使用して電子メール認証を行う方法が標準化されています。
DMARC検証に合格するには、電子メールがこれらの認証メカニズムのうち少なくとも 1つに合
格し、認証 IDが RFC 5322に準拠している必要があります。

Eメールセキュリティアプライアンスでは、以下を行うことができます。

• DMARCを使用して着信電子メールを検証する。

•ドメイン所有者のポリシーを上書き（受け入れ、隔離、または拒否）するプロファイルを定
義する。

•ドメイン所有者に認証の導入環境の強化に役立つフィードバックレポートを送信する。

• DMARC集計レポートのサイズが 10 MBまたは DMARCレコードの RUAタグで指定された
サイズを超えた場合に、ドメイン所有者に配信エラーレポートを送信します。

AsyncOSでは、2013年 3年 31日に Internet Engineering Task Force（IETF）に提出された DMARC
仕様に準拠する電子メールを処理できます。詳細については、

http://tools.ietf.org/html/draft-kucherawy-dmarc-base-02を参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスでは、不正な形式の DMARCレコードを持つドメイン
からのメッセージのDMARC検証は実行しません。ただし、こうしたメッセージを受信して処
理することはできます。

（注）

DMARC 検証のワークフロー
次に、AsyncOSによる DMARC検証の実行方法について説明します。

1 AsyncOSに設定されたリスナーが SMTP接続を受信します。
2 AsyncOSは、メッセージに対して SPFおよび DKIM検証を実行します。
3 AsyncOSは、DNSから送信者のドメインの DMARCレコードを取得します。

•レコードが見つからない場合、AsyncOSは DMARC検証をスキップし、処理を続行しま
す。

• DNSルックアップが失敗した場合、AsyncOSは指定された DMARC検証プロファイルに
基づいてアクションを実行します。

4 DKIMおよび SPF検証の結果に応じて、AsyncOSはメッセージに対して DMARC検証を実行
します。
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DKIMおよび SPF検証がイネーブルの場合は、DKIMおよび SPF検証の結果が DMARC検証
で再利用されます。

（注）

5 DMARC検証の結果と指定されたDMARC検証プロファイルに応じて、AsyncOSはメッセージ
を受け入れるか、隔離するか、または拒否します。DMARC検証の失敗によってメッセージが
拒否されなかった場合、AsyncOSは処理を続行します。

6 AsyncOSは適切な SMTP応答を送信し、処理を続行します。
7 集計レポートの送信がイネーブルの場合、AsyncOSはDMARC検証のデータを収集し、それを
ドメイン所有者に送信する日次レポートに追加します。DMARC集計フィードバックレポート
の詳細については、DMARC集計レポート, （627ページ）を参照してください。

集計レポートのサイズが 10MBまたはDMARCレコードのRUAタグで指定されたサイズを超
えた場合、AsyncOSはドメイン所有者に配信エラーレポートを送信します。

（注）

DMARC を使用した受信メッセージの検証方法
DMARCを使用した受信メッセージの検証方法

追加情報操作内容

DMARC検証プロファイルの作成, （621
ページ）

DMARC検証プロファイルの編集, （623
ページ）

新しい DMARC検証プロファイルを作成
するか、デフォルトの DMARC検証プロ
ファイルを要件に合わせて変更します。

ステップ 1

DMARCのグローバル設定, （624ペー
ジ）

（任意）DMARCのグローバル設定を要
件に合わせて設定します。

ステップ 2

メールフローポリシーでの DMARC検
証の設定, （626ページ）

DMARCを使用して受信メッセージを検
証するようにメールフローポリシーを設

定します。

ステップ

3：

DMARCフィードバックレポートの返信
アドレスの設定, （626ページ）

（任意）DMARCフィードバックレポー
トの返信アドレスを設定します。

ステップ

4：
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追加情報操作内容

• [DMARC検証（DMARC
Verification）]ページ, （852ペー
ジ）

• [受信メール（IncomingMail）]ペー
ジ, （839ページ）

•メッセージの検索, （879ページ）

（任意）以下を確認します。

• DMARC検証レポートと着信メール
レポート

• DMARC検証に失敗したメッセージ
（メッセージトラッキングを使用）

ステップ

5：

DMARC 検証プロファイルの管理
DMARC検証プロファイルは、Eメールセキュリティアプライアンスのメールフローポリシー
が DMARCを検証するために使用するパラメータのリストです。たとえば、特定のドメインから
の非準拠メッセージをすべて拒否する厳格なプロファイルと、別のドメインからの非準拠メッセー

ジをすべて隔離するあまり厳格でないプロファイルを作成できます。

DMARC検証プロファイルは次の情報で構成されます。

•検証プロファイルの名前。

• DMARCレコード内のポリシーが拒否のときに実行するメッセージアクション。

• DMARCレコード内のポリシーが隔離のときに実行するメッセージアクション。

•一時的な障害の場合に実行するメッセージアクション。

•永続的な障害の場合に実行するメッセージアクション。

DMARC 検証プロファイルの作成

新しい DMARC検証プロファイルを作成するには、次の手順を使用します。
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デフォルトでは、AsyncOSはデフォルトの DMARC検証プロファイルを提供します。新しい
DMARC検証プロファイルを作成しない場合は、デフォルトのDMARC検証プロファイルを使
用できます。デフォルトのDMARC検証プロファイルは、[メールポリシー（Mail Policies）] >
[DMARC]ページで使用可能です。デフォルトの DMARC検証プロファイルを編集する手順に
ついては、DMARC検証プロファイルの編集, （623ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DMARC]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
ステップ 3 プロファイル名を入力します。

ステップ 4 DMARCレコード内のポリシーが拒否のときにAsyncOSが実行するメッセージアクションを設定します。
次のいずれかを実行します。

• [アクションなし（NoAction）]。AsyncOSは、DMARC検証に失敗したメッセージに対してアクショ
ンを実行しません。

• [隔離（Quarantine）]。AsyncOSは、DMARC検証に失敗したメッセージを指定された隔離領域に隔
離します。

• [拒否（Reject）]。 AsyncOSは、DMARC検証に失敗したすべてのメッセージを拒否し、指定された
SMTPコードと応答を返します。デフォルト値は、それぞれ 550 および「#5.7.1 DMARC 未認証のメールは

禁止されています（DMARC unauthenticated mail is prohibited）」です。

ステップ 5 DMARCレコード内のポリシーが隔離のときにAsyncOSが実行するメッセージアクションを設定します。
次のいずれかを実行します。

• [アクションなし（NoAction）]。AsyncOSは、DMARC検証に失敗したメッセージに対してアクショ
ンを実行しません。

• [隔離（Quarantine）]。AsyncOSは、DMARC検証に失敗したメッセージを指定された隔離領域に隔
離します。

ステップ 6 DMARC検証中に一時的な障害が発生したメッセージに対して AsyncOSが実行するメッセージアクショ
ンを設定します。次のいずれかを実行します。

• [承認（Accept）]。AsyncOSは、DMARC検証中に一時的な障害が発生したメッセージを受け入れま
す。

• [拒否（Reject）]。 AsyncOSは、DMARC検証中に一時的な障害が発生したメッセージを拒否し、指
定された SMTPコードと応答を返します。デフォルト値は、それぞれ 451 および「#4.7.1 DMARC 検証

を実行できません（Unable to perform DMARC verification）」です。

ステップ 7 DMARC検証中に永続的な障害が発生したメッセージに対して AsyncOSが実行するメッセージアクショ
ンを設定します。次のいずれかを実行します。
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• [承認（Accept）]。AsyncOSは、DMARC検証中に永続的な障害が発生したメッセージを受け入れま
す。

• [拒否（Reject）]。 AsyncOSは、DMARC検証中に永続的な障害が発生したメッセージを拒否し、指
定された SMTPコードと応答を返します。デフォルト値は、それぞれ 550 および「#5.7.1 DMARC 検証

に失敗しました（DMARC verification failed）」です。

ステップ 8 変更を送信し、保存します。

DMARC 検証プロファイルの編集

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DMARC]を選択します。
ステップ 2 目的の検証プロファイル名をクリックします。

ステップ 3 DMARC検証プロファイルの作成, （621ページ）の説明に従って、目的のフィールドを編集します。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

DMARC 検証プロファイルのエクスポート

アプライアンス上のすべての DMARC検証プロファイルを configurationディレクトリ内の単一の
テキストファイルにエクスポートできます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DMARC]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルをエクスポート（Export Profiles）]をクリックします。
ステップ 3 ファイルの名前を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
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DMARC 検証プロファイルのインポート

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DMARC]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルをインポート（Import Profiles）]をクリックします。
ステップ 3 DMARC検証プロファイルを含むファイルを選択します。
ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。インポートによってすべての既存のDMARC検証プロファイルが置

き換えられることが警告されます。

ステップ 5 [インポート（Import）]をクリックします。
ステップ 6 変更を保存します。

DMARC 検証プロファイルの削除

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DMARC]を選択します。
ステップ 2 削除する検証プロファイルを選択します。

ステップ 3 [削除（Delete）]をクリックします。
ステップ 4 削除を確認します。

DMARC のグローバル設定

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [DMARC]を選択します。
ステップ 2 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 3 次の表に定義された設定を変更します。

DMARCのグローバル設定

説明グローバル設定

特定の送信者から受信したメッセージの DMARC検証をスキップしま
す。ドロップダウンリストからアドレス一覧を選択します。

[完全Eメールアドレスのみ許可（Allow only full Email
Addresses）]オプションを選択して作成したアドレスリスト
のみを選択できます。詳細については、着信接続ルールへの

送信者アドレスリストの使用, （136ページ）を参照してく
ださい。

（注）

特定の送信者はアドレスリスト

をバイパスします（Specific
senders bypass address list）
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説明グローバル設定

特定のヘッダーを含むメッセージの DMARC検証をスキップします。
たとえば、メーリングリストや信頼できるフォワーダからのメッセー

ジの DMARC検証をスキップするには、このオプションを使用しま
す。

ヘッダーを入力します。複数の場合はカンマで区切ります。

次のヘッダーのあるメッセージ

の場合、検証をバイパスする

（Bypass verification for messages
with headers）

AsyncOSがDMARC集計レポートを生成する時間。たとえば、集計レ
ポートを生成する時間として非ピーク時間を選択することで、メール

フローへの影響を回避できます。

レポート生成のスケジュール

（Schedule for report generation）

DMARC集計レポートを生成するエンティティ。これは、DMARC集
計レポートを受け取ったドメイン所有者がレポートを生成したエンティ

ティを特定するのに役立ちます。

有効なドメイン名を入力します。

レポートを生成するエンティ

ティ（Entity generating reports）

DMARC集計レポートを受け取ったドメイン所有者がレポートを生成
したエンティティと連絡を取る場合の、追加の連絡先情報（組織のカ

スタマーサポートの詳細など）。

レポートの追加連絡先情報

（Additional contact information for
reports）

すべての DMARC集計レポートのコピーを特定のユーザ（集計レポー
トの分析を実行する内部ユーザなど）に送信します。

電子メールアドレスを入力します。複数の場合はカンマで区切りま

す。

すべての集計レポートのコピー

の送信先（Send copy of all
aggregate reports to）

DMARC集計レポートのサイズが 10 MBまたは DMARCレコードの
RUAタグで指定されたサイズを超えた場合に、ドメイン所有者に配信
エラーレポートを送信します。

チェックボックスをオンにします。

エラーレポート（ErrorReports）

ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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メールフローポリシーでの DMARC 検証の設定

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]を選択します。
ステップ 2 検証を実行するリスナーの着信メールポリシーをクリックします。

ステップ 3 メールフローポリシーの [セキュリティサービス（Security Features）]セクションで、[オン（On）]を選
択して、[DMARC検証（DMARC Verification）]をイネーブルにします。

ステップ 4 ポリシーで使用する DMARC検証プロファイルを選択します。
ステップ 5 （任意）メッセージの送信元であるDMARC対応ドメインの RUAタグで指定された電子メールアドレス

に対する DMARC集計フィードバックレポートの送信をイネーブルにします。
集計フィードバックレポートは毎日生成されます。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

DMARC 検証ログ

DMARC検証の次の段階で、メールログにログメッセージが追加されます。

•メッセージに対して DMARC検証が試行されたとき

• DMARC検証が完了したとき

• DKIMおよび SPFの調整結果を含む DMARC検証の詳細が出力されるとき

•メッセージに対する DMARC検証がスキップされたとき

• DMARCレコードが取得および解析されたとき、または DNSに障害が発生したとき

•ドメインに対する DMARC集計レポートの配信が失敗したとき

•ドメインに対してエラーレポートが生成されたとき

•ドメインに対するエラーレポートの配信が成功したとき

•ドメインに対するエラーレポートの配信が失敗したとき

DMARC フィードバックレポートの返信アドレスの設定

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [返信先アドレス（Return Addresses）]を選択します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 DMARC集計フィードバックレポートの返信アドレスを入力します。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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DMARC 集計レポート
DMARCでは、フィードバックメカニズムを利用して、ドメイン所有者のポリシーを安全かつス
ケーラブルな方法で適用します。このフィードバックメカニズムは、ドメイン所有者が認証の導

入環境を強化するのに役立ちます。

メールフローポリシーで集計フィードバックレポートの送信をイネーブルにしてから、AsyncOS
を使用してDMARC検証を実行すると、AsyncOSは集計フィードバックレポートを毎日生成し、
それをドメイン所有者に送信します。これらのレポートは、XML形式で生成され、GZipファイ
ルにアーカイブされます。

AsyncOSが生成するすべての DMARC集計フィードバックレポートは、DMARCに準拠して
います。

（注）

DMARC集計フィードバックレポートには次のセクションが含まれています。

•レポート送信者のメタデータ（電子メールアドレスやレポート ID番号など）。

•公開済みの DMARCポリシーの詳細。

• DMARCポリシー処理の詳細（送信元 IPアドレスや処理のサマリーなど）。

•ドメイン ID

• DMARC検証の結果と認証のサマリー。

DMARC 集計フィードバックレポートの例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feedback>
<version>1.0</version>
<report_metadata>
<org_name>cisco.com</org_name>
<email>noreply-dmarc-support@cisco.com</email>
<extra_contact_info>http://cisco.com/dmarc/support</extra_contact_info>
<report_id>b1d925$4ecceab=0694614b826605cd@cisco.com</report_id>
<date_range>
<begin>1335571200</begin>
<end>1335657599</end>

</date_range>
</report_metadata>
<policy_published>
<domain>example.com</domain>
<adkim>r</adkim>
<aspf>r</aspf>
<p>none</p>
<sp>none</sp>
<pct>100</pct>

</policy_published>
<record>
<row>
<source_ip>1.1.1.1</source_ip>
<count>2</count>
<policy_evaluated>
<disposition>none</disposition>
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<dkim>fail</dkim>
<spf>pass</spf>

</policy_evaluated>
</row>
<identifiers>
<envelope_from>example.com</envelope_from>

<header_from>example.com</header_from>
</identifiers>
<auth_results>
<dkim>
<domain>example.com</domain>

<selector>ny</selector>
<result>fail</result>

</dkim>
<dkim>
<domain>example.net</domain>

<selector></selector>
<result>pass</result>

</dkim>
<spf>
<domain>example.com</domain>

<scope>mfrom</scope>
<result>pass</result>

</spf>
</auth_results>

</record>
</feedback>

偽装メールの検出
電子メール偽造（スプーフィング、CEO詐欺、またはビジネスメール詐欺とも呼ばれる）とは、
送信者の実際の身元を隠すためにメッセージヘッダーを変更し、それを既知の相手からの本物の

メッセージのように見せかけるプロセスのことです。組織の幹部になりすましている詐欺師が、

クライアントとその個人情報（PII）のリストを送信するように求める偽造メッセージを従業員に
送信しているとしましょう。送信者の本当の身元に気づいていない従業員は、クライアントとそ

の PIIのリストを送信します。詐欺師はその PIIを使用して個人情報の盗難を行います。

Cisco Eメールセキュリティアプライアンスは、偽装送信者のアドレス（送信元ヘッダ）がある
詐欺メッセージを検出し、そのようなメッセージに対して指定されたアクションを実行すること

ができます。たとえば、アプライアンスは偽装送信者のアドレスがあるメッセージを検出して、

送信元ヘッダーをエンベロープ送信者に置き換えることができます。この場合、従業員には偽装

電子メールアドレスではなく、実際の送信者（詐欺師）の電子メールアドレスが表示されます。

偽造メールの検出の設定

1 メッセージが偽造される可能性がある組織内のユーザ（幹部など）を特定します。新しいコン

テンツディクショナリを作成し、特定したユーザの名前をそれに追加します。

コンテンツディクショナリの作成時には、

•ユーザの名前（電子メールアドレスではない）を入力します。たとえ
ば、"olivia.smith@example.com"ではなく "Olivia Smith"を入力します。

•高度なマッチングとスマート IDは構成しないでください。

•使用する用語の重みは選択しないでください。

•正規表現は使用しないでください。
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次の図は、偽造メールの検出用に作成されたサンプルコンテンツディクショナリを示してい

ます。

図 39：偽造メールの検出用のコンテンツディクショナリ

コンテンツディクショナリを構成する手順については、ディクショナリの追加,（635ページ）
を参照してください。

2 偽造メールを検出するための受信コンテンツフィルタまたはメッセージフィルタと、そのよ

うなメッセージに対してアプライアンスが取る必要があるアクションを作成します。次のよう

に指定します。

• [条件/ルール（Condition/Rule）]：偽造メールの検出（コンテンツフィルタの条件, （301
ページ）およびメッセージフィルタルール, （159ページ）を参照）

• [アクション（Action）]：偽造メールの検出またはユーザの要求に基づく他のアクション。
（コンテンツフィルタの条件, （301ページ）およびメッセージフィルタルール, （159
ページ）を参照）。

3 新しく作成されたコンテンツフィルタを受信メールポリシーに追加します。メールポリシー

をユーザ単位で適用する方法, （286ページ）を参照してください。

偽装メールの検出結果の監視

検出された偽装メッセージについてのデータを表示するには、[偽造メールの一致（Forged Email
Matches）]レポートのページ（[モニタ（Monitor）] > [偽造メールの一致（ForgedEmailMatches）]）
を参照してください。このレポートページに表示されるレポートは、次のとおりです。

•偽装メール一致の上位（Top Forged Email Matches）受信したメッセージの偽装された From:
ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書の上位 10人のユーザを表示します。

•偽装メールの一致：詳細（Forged Email Matches: Details）受信したメッセージの偽装された
From:ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書のすべてのユーザの一覧と、指定したユーザの、
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一致したメッセージ数を表示します。メッセージトラッキングのメッセージ一覧を表示する

には、番号をクリックします。

メッセージトラッキングでの偽装メールの詳細の表示

メッセージトラッキングでアプライアンスによって検出された偽装メッセージの詳細を表示する

には、次のことを確認します。

•メッセージトラッキングが有効である。メッセージトラッキング, （877ページ）を参照し
てください。

•偽装メッセージを検出するためのコンテンツまたはメッセージフィルタが動作している。
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第 23 章

テキストリソース

この章は、次の項で構成されています。

• テキストリソースの概要, 631 ページ

• コンテンツディクショナリ, 632 ページ

• コンテンツディクショナリフィルタルールの使用方法およびテスト方法, 637 ページ

• テキストリソースについて, 639 ページ

• テキストリソース管理の概要, 640 ページ

• テキストリソースの使用, 644 ページ

テキストリソースの概要
この章では、コンテンツディクショナリ、免責事項、およびテンプレートなどのさまざまなテキ

ストリソースの作成および管理について説明します。

コンテンツディクショナリ

コンテンツディクショナリは、アプライアンスの本文スキャン機能と連携して動作する単語また

はエントリのグループであり、コンテンツフィルタおよびメッセージフィルタの両方に利用でき

ます。定義したディクショナリを使用し、ディクショナリに含まれる単語に対してメッセージ、

メッセージヘッダー、およびメッセージの添付ファイルをスキャンすることで、企業のポリシー

に沿った適切なアクションを実行できます。たとえば、機密性の高い単語や野卑な単語のリスト

を作成し、フィルタルールを使用してリスト内の単語を含むメッセージをスキャンし、メッセー

ジをドロップ、アーカイブ、または隔離できます。

AsyncOSオペレーティングシステムには、GUI（[メールポリシー（Mail Policies）] > [辞書
（Dictionaries）]）または CLIの dictionaryconfigコマンドを使用して、合計 100個のコンテンツ
ディクショナリを定義する能力があります。ディクショナリの作成、削除、および表示、ディク
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ショナリからのエントリの追加または削除、およびディクショナリ全体のインポートまたはエク

スポートができます。

コンテンツディクショナリを使用して、企業のポリシーに沿った適切なアクションを実行できる

ようにメッセージまたはコンテンツフィルタに対してメッセージをスキャンできます。ディク

ショナリの作成、削除、および表示、ディクショナリからのエントリの追加または削除、および

ディクショナリ全体のインポートまたはエクスポートができます。ディクショナリごとに、大文

字と小文字の区別および単語の区切りの検出方法を決定することもできます。たとえば、機密性

の高い単語や野卑な単語のリストを作成し、フィルタルールを使用してリスト内の単語に対して

メッセージをスキャンし、一致する単語を含むメッセージをドロップまたはアーカイブできます。

また、単語によってフィルタアクションをより簡単にトリガーできるように、ディクショナリに

「重み」の条件を追加できます。

ディクショナリには、非 ASCII文字を含めることができます。

効率的に処理するため、次のコンテンツディクショナリのエントリは単語として処理されること

に注意してください。

•英数字のみを含むエントリ

• 0～ 9、A～ Z、a～ z、ドット、アンダースコア、ハイフン、アットマークを含む電子メー
ルアドレス

• 0～ 9、A～ Z、a～ z、ドット、アンダースコア、ハイフン、アットマークを含むドメイン
名

このような単語を正規表現としてアプライアンスに処理させる場合は、たとえば(user@example.com)
のように、その単語をカッコで囲みます。

テキストリソース

テキストリソースは、免責事項、通知テンプレート、アンチウイルステンプレートなどのテキス

トオブジェクトです。AsyncOSのさまざまなコンポーネントで使用できる新規オブジェクトを作
成できます。テキストリソースをインポートおよびエクスポートできます。

メッセージの免責事項スタンプ

メッセージの免責事項スタンプを使用すると、免責事項のテキストリソースをメッセージに追加

できます。たとえば、企業内から送信される各メッセージに著作権宣言文、宣伝メッセージ、ま

たは免責事項を付加できます。

コンテンツディクショナリ
コンテンツディクショナリは、アプライアンスの本文スキャン機能と連携して動作する単語また

はエントリのグループであり、コンテンツフィルタおよびメッセージフィルタの両方に利用でき

ます。定義したディクショナリを使用し、ディクショナリに含まれる単語に対してメッセージ、

メッセージヘッダー、およびメッセージの添付ファイルをスキャンすることで、企業のポリシー
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に沿った適切なアクションを実行できます。たとえば、機密性の高い単語や野卑な単語のリスト

を作成し、フィルタルールを使用してリスト内の単語を含むメッセージをスキャンし、メッセー

ジをドロップ、アーカイブ、または隔離できます。

AsyncOSオペレーティングシステムには、GUI（[メールポリシー（Mail Policies）] > [辞書
（Dictionaries）]）または CLIの dictionaryconfigコマンドを使用して、合計 100個のコンテンツ
ディクショナリを定義する能力があります。ディクショナリの作成、削除、および表示、ディク

ショナリからのエントリの追加または削除、およびディクショナリ全体のインポートまたはエク

スポートができます。

コンテンツディクショナリを使用して、企業のポリシーに沿った適切なアクションを実行できる

ようにメッセージまたはコンテンツフィルタに対してメッセージをスキャンできます。ディク

ショナリの作成、削除、および表示、ディクショナリからのエントリの追加または削除、および

ディクショナリ全体のインポートまたはエクスポートができます。ディクショナリごとに、大文

字と小文字の区別および単語の区切りの検出方法を決定することもできます。たとえば、機密性

の高い単語や野卑な単語のリストを作成し、フィルタルールを使用してリスト内の単語に対して

メッセージをスキャンし、一致する単語を含むメッセージをドロップまたはアーカイブできます。

また、単語によってフィルタアクションをより簡単にトリガーできるように、ディクショナリに

「重み」の条件を追加できます。

ディクショナリには、非 ASCII文字を含めることができます。

効率的に処理するため、次のコンテンツディクショナリのエントリは単語として処理されること

に注意してください。

•英数字のみを含むエントリ

• 0～ 9、A～ Z、a～ z、ドット、アンダースコア、ハイフン、アットマークを含む電子メー
ルアドレス

• 0～ 9、A～ Z、a～ z、ドット、アンダースコア、ハイフン、アットマークを含むドメイン
名

このような単語を正規表現としてアプライアンスに処理させる場合は、たとえば(user@example.com)
のように、その単語をカッコで囲みます。

ディクショナリの内容

ディクショナリの単語は 1行につき 1つのテキスト文字列で作成し、エントリはプレーンテキス
トまたは正規表現の形式で記載できます。ディクショナリには、非 ASCII文字を含めることもで
きます。正規表現のディクショナリを定義すると、より柔軟に単語を照合させることができます。

ただし、このためには適切に単語を区切る方法を理解する必要があります。Pythonスタイルの正
規表現の詳細については、次のURLからアクセスできる「Python Regular Expression HOWTO」を
参考にしてください。

http://www.python.org/doc/howto/
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ディクショナリのエントリの最初に特殊文字 #を使用すると、文字クラス [#]をコメントとし
て扱われることなく使用できます。

（注）

単語によってフィルタ条件をより簡単にトリガーできるように、各単語に「重み」を指定できま

す。AsyncOSでは、コンテンツディクショナリの単語に対してメッセージをスキャンし、単語イ
ンスタンスの数に単語の重みを掛けることでメッセージのスコアを付けます。2つの単語インス
タンスに 3の重みが付いている場合、スコアは 6になります。AsyncOSは、このスコアをコンテ
ンツフィルタまたはメッセージフィルタに関連するしきい値と比較し、メッセージがフィルタ

アクションをトリガーするかどうかを決定します。

コンテンツディクショナリにスマート IDを追加することもできます。スマート IDは、社会保障
番号やABAルーティング番号など共通の数字パターンに一致するパターンをデータ内から検索す
るアルゴリズムです。これらの IDはポリシーの拡張に便利です。正規表現の詳細については、
「Using Message Filters to Enforce Email Policies」の章にある「Regular Expressions in Rules」を参照
してください。スマート IDの詳細については、「Using Message Filters to Enforce Email Policies」
の章にある「Smart Identifiers」を参照してください。

端末の CLIに非 ASCII文字を含むディクショナリが正しく表示される場合とされない場合が
あります。非 ASCII文字を含むディクショナリを表示および変更する最適な方法は、ディク
ショナリをテキストファイルにエクスポートし、テキストファイルを編集して、新しいファ

イルを再びアプライアンスにインポートする方法です。詳細については、テキストファイル

としてディクショナリをインポートおよびエクスポートする方法, （634ページ）を参照して
ください。

（注）

単語境界と 2 バイト文字セット
一部の言語（2バイト文字セット）では、単語または単語の区切りに関する概念や、大文字/小文
字がありません。単語を構成する文字（正規表現で「\w」と表される文字）の識別などが必要に
なる複雑な正規表現では、ロケールが不明な場合、またはエンコードが不明な場合、問題が発生

します。この理由から、単語境界の拡張をディセーブルにできます。

テキストファイルとしてディクショナリをインポートおよびエクス

ポートする方法

コンテンツディクショナリ機能には、デフォルトでアプライアンスの configurationディレクトリ
に配置されている次のテキストファイルが含まれます。

• config.dtd

• profanity.txt

• proprietary_content.txt

• sexual_content.txt
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これらのテキストファイルは、コンテンツディクショナリ機能と組み合わせて使用することで、

新規ディクショナリの作成をサポートすることを目的としています。これらのコンテンツディク

ショナリは重み付けされており、スマート IDを使用することでデータ内のパターンを高い精度で
検出し、コンプライアンスの問題となるパターンの場合にはフィルタをトリガーします。

ディクショナリをインポートおよびエクスポートする場合は、完全に一致する単語の設定と大

文字と小文字を区別する設定が保持されません。この設定は、設定ファイルにのみ保持されま

す。

（注）

configurationディレクトリへのアクセスの詳細については、FTP、SSH、および SCPアクセス, （
1257ページ）を参照してください。

ユーザ独自のディクショナリファイルを作成して、アプライアンスにインポートすることもでき

ます。非 ASCII文字をディクショナリに追加する最適な方法は、アプライアンス以外の場所でテ
キストファイルのディクショナリに単語を追加し、アプライアンス上にファイルを移動してから

新しいディクショナリとしてファイルをインポートする方法です。ディクショナリのインポート

の詳細については、ディクショナリのインポート, （636ページ）を参照してください。ディク
ショナリのエクスポートについては、ディクショナリのエクスポート,（637ページ）を参照して
ください。

これらのテキストファイルには、一部の人の間では卑猥、下品または不快に感じられる単語

が含まれています。これらのファイルからコンテンツディクショナリに単語をインポートし

た場合、アプライアンスに設定したコンテンツディクショナリを後で閲覧する際にこれらの

単語が表示されます。

注意

ディクショナリの追加

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [辞書（Dictionaries）]ページに移動します。
ステップ 2 [辞書を追加（Add Dictionary）]をクリックします。
ステップ 3 ディクショナリの名前を入力します。

ステップ 4 （任意）高度なマッチングを設定します。

AsyncOSは、設定ファイルに保存する際に、[単語全体の一致（Match Whole Words）]と [大文
字小文字を区別（Case Sensitive）]の設定を保持します。ディクショナリをインポートおよびエ
クスポートするときは、AsyncOSはこれらの設定は保持しません。

（注）

ステップ 5 （任意）ディクショナリにスマート IDを追加します。
スマート IDは、社会保障番号や ABAルーティング番号など共通の数字パターンに一致するパターンを
データ内から検索するアルゴリズムです。スマート IDの詳細については、「UsingMessageFilters toEnforce
Email Policies」の章を参照してください。

ステップ 6 新規ディクショナリのエントリを単語のリストに入力します。
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追加する複数の新しいエントリがあり、フィルタアクションを同じ様にトリガーにする場合は、1行につ
き 1つずつ新しい語を入力します。

正規表現「.*」をエントリの最初または最後に使用したコンテンツディクショナリのエントリ
があると、その「単語」に一致するMIMEパートが見つかった場合にシステムがロックされま
す。シスコは、「.*」をコンテンツディクショナリのエントリの先頭または末尾に使用しない
ことを推奨します。

（注）

ステップ 7 単語に対する重みを指定します。

フィルタアクションを他の単語よりトリガーしやすくなるように、ディクショナリの単語に「重み」を付

けられます。この重みがフィルタアクションの決定に使用される仕組みの詳細については、「UsingMessage
Filters to Enforce Email Policies」の章にある「Threshold Scoring for Content Dictionaries」を参照してくださ
い。

ステップ 8 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 9 変更を送信し、保存します。

ディクショナリの削除

はじめる前に

AsyncOSは、削除されたディクショナリを参照しているすべてのメッセージフィルタを無効とし
てマークすることに注意してください。AsyncOSは削除されたディクショナリを参照しているす
べてのコンテンツフィルタをイネーブルのままにしますが、今後無効と判断します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [辞書（Dictionaries）]ページに移動します。
ステップ 2 ディクショナリの横にあるゴミ箱アイコンをクリックして、ディクショナリのリストから削除します。

確認メッセージには、ディクショナリを現在参照しているフィルタがすべて表示されます。

ステップ 3 確認メッセージで [削除（Delete）]をクリックします。
ステップ 4 変更を保存します。

ディクショナリのインポート

はじめる前に
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インポートするファイルが、アプライアンスの configurationディレクトリに存在することを確認
します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [辞書（Dictionaries）]ページに移動します。
ステップ 2 [辞書をインポート（Import Dictionary）]をクリックします。
ステップ 3 インポート元の場所を選択します。

ステップ 4 インポートするファイルを選択します。

ステップ 5 ディクショナリの単語に使用するデフォルトの重みを選択します。

AsyncOSでは、重みが指定されていない単語に対してデフォルトの重みを割り当てます。ファイルのイン
ポート後に重みを編集できます。

ステップ 6 エンコード方式を選択します。

ステップ 7 [Next]をクリックします。
ステップ 8 ディクショナリの名前を指定し、編集します。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

ディクショナリのエクスポート

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [辞書（Dictionaries）]ページに移動します。
ステップ 2 [辞書をエクスポート（Export Dictionary）]をクリックします。
ステップ 3 エクスポートするディクショナリを選択します。

ステップ 4 エクスポートされたディクショナリのファイル名を入力します。

これは、アプライアンスの設定ディレクトリに作成されるファイルの名前になります。

ステップ 5 エクスポート先の場所を選択します。

ステップ 6 テキストファイルのエンコード方式を選択します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

コンテンツディクショナリフィルタルールの使用方法

およびテスト方法
ディクショナリは、さまざまな dictionary-match()メッセージフィルタルールおよびコンテンツ
フィルタに使用できます。
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ディクショナリの照合フィルタルール

dictionary-match(<dictionary_name>)という名前のメッセージフィルタルール（および同様のルー
ル）は、メッセージの本文にコンテンツディクショナリ（dictionary_name）に存在するいずれか
の正規表現が含まれる場合に有効と判断されます。該当のディクショナリが存在しない場合は、

ルールは無効と判断されます。

dictionary-match()ルールは、body-contains()本文スキャンルールと同様にメッセージ本文と添

付ファイルのみをスキャンし、ヘッダーをスキャンしないことに注意してください。

ヘッダーのスキャンには、適切な *-dictionary-match()タイプのルールを使用できます

（subject-dictionary-match()や、より一般的なルールでカスタムヘッダーを含むすべてのヘッ

ダーを指定できる header-dictionary-match()など、特定のヘッダーに対するルールが存在しま

す）。ディクショナリの照合の詳細については、「Using Message Filters to Enforce Email Policies」
の章にある「Dictionary Rules」を参照してください。

表 42：コンテンツディクショナリのメッセージフィルタルール

説明構文ルール

（Rule）

指定したディクショナリに存在するすべての正規

表現に一致した単語がメッセージに含まれている

か。

dictionary-match
(<dictionary_name>)

ディクショ

ナリ照合

次の例では dictionary-match()ルールを使用して、アプライアンスが（前回の例で作成した）

「secret_words」という名前のディクショナリ内の単語を含むメッセージをスキャンした際に、管
理者にメッセージをブラインドカーボンコピーで送信する新規メッセージフィルタが作成され

ます。設定値によっては、大文字/小文字も含めて「codename」と完全に一致する単語を含むメッ

セージのみが、このフィルタで有効と判断されることに注意してください。

bcc_codenames:

if (dictionary-match ('secret_words'))

{

bcc('administrator@example.com');

}

この例では、ポリシー隔離にメッセージを送信します。

quarantine_codenames:

if (dictionary-match ('secret_words'))

{

quarantine('Policy');

}
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ディクショナリエントリの例

表 43：ディクショナリエントリの例

例説明

ワイルドカード

末尾：foo $、先頭：^ fooアンカー

foo@example.com, @example.com

example.com$（次で終わる）@example.*

電子メールアドレス（ピリオ

ドをエスケープしない）

電子メールの件名（電子メールの件名に ^アンカーを使用する際
は、件名の先頭に「RE:」や「FW:」などが多く付いていることを
覚えておいてください）

Subject

コンテンツディクショナリのテスト方法

trace関数を使用すると、dictionary-match()ルールを使用しているメッセージフィルタに対し

て迅速なフィードバックが得られます。詳細については、テストメッセージを使用したメールフ

ローのデバッグ：トレース, （1201ページ）を参照してください。上記の quarantine_codenames

フィルタの例のように、quarantine()アクションを使用してフィルタをテストすることもできま

す。

テキストリソースについて
テキストリソースは、メッセージへの添付や、メッセージとしての送信が可能なテキストテンプ

レートです。テキストリソースは、次のいずれかの種類になります。

•メッセージ免責事項：メッセージに追加されるテキスト。詳細については、免責事項テンプ
レート, （644ページ）を参照してください。

•通知テンプレート：通知として送信されるメッセージ（notify()および notify-bcc()アクショ
ンで使用されます）。詳細については、通知テンプレート,（650ページ）を参照してくださ
い。

•アンチウイルス通知テンプレート：メッセージにウイルスが見つかったときに、通知として
送信されるメッセージ。コンテナ用のテンプレート（元のメッセージに付加）、またはメッ

セージに付加せず通知として送信されるテンプレートを作成できます。詳細については、ア

ンチウイルス通知テンプレート, （651ページ）を参照してください。
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•バウンスおよび暗号化失敗通知テンプレート：メッセージがバウンスされたときやメッセー
ジの暗号化に失敗したときに通知として送信されるメッセージ。詳細については、バウンス

通知および暗号化失敗通知テンプレート, （654ページ）を参照してください。

•暗号化通知テンプレート：発信電子メールを暗号化するようにアプライアンスを設定した場
合に送信されるメッセージ。このメッセージは、受信者が暗号化されたメッセージを受信し

たことを受信者に通知し、メッセージを読む手順を示します。詳細については、暗号化通知

テンプレート, （656ページ）を参照してください。

CLI（textconfig）または GUIを使用して、テキストリソースの追加、削除、編集、インポート、
およびエクスポートを含むテキストリソースの管理ができます。GUIを使用したテキストリソー
スの管理については、テキストリソース管理の概要, （640ページ）を参照してください。

テキストリソースには、非 ASCII文字を含めることができます。

非 ASCII文字を含むテキストリソースは端末の CLIに正しく表示される場合とされない場合
があります。非 ASCII文字を含むテキストリソースを表示および変更するには、テキストリ
ソースをテキストファイルにエクスポートし、テキストファイルを編集して、新しいファイ

ルを再びアプライアンスにインポートします。詳細については、テキストファイルとしてディ

クショナリをインポートおよびエクスポートする方法, （634ページ）を参照してください。

（注）

テキストファイルとしてのテキストリソースのインポートおよびエ

クスポート

アプライアンスの configurationディレクトリに対するアクセス権を持っている必要があります。
インポートするテキストファイルは、アプライアンス上の configurationディレクトリに存在する
必要があります。エクスポートされたテキストファイルは、configurationディレクトリに配置さ
れます。

configurationディレクトリへのアクセスの詳細については、FTP、SSH、および SCPアクセス, （
1257ページ）を参照してください。

非ASCII文字をテキストリソースに追加するには、アプライアンス以外の場所でテキストファイ
ルのテキストリソースに単語を追加し、アプライアンス上にファイルを移動し、新しいテキスト

リソースとしてファイルをインポートします。テキストリソースのインポートの詳細について

は、テキストリソースのインポート, （642ページ）を参照してください。テキストリソースの
エクスポートについては、テキストリソースのエクスポート, （642ページ）を参照してくださ
い。

テキストリソース管理の概要
GUIまたは CLIを使用してテキストリソースを管理できます。この項では、GUIについて説明し
ます。

textconfigコマンドを使用して CLIからテキストリソースを管理します。
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テキストリソース管理には、次のタスクが含まれます。

•追加

•編集および削除

•エクスポートおよびインポート

•すべてのテキストリソースタイプのプレーンテキストメッセージの定義

•一部のテキストリソースタイプの HTMLベースのメッセージの定義

テキストリソースの追加

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]に移動します。
ステップ 2 [テキストリソースを追加（Add Text Resource）]をクリックします。
ステップ 3 [名前（Name）]フィールドにテキストリソースの名前を入力します。
ステップ 4 [タイプ（Type）]フィールドからテキストリソースのタイプを選択します。
ステップ 5 [テキスト（Text）]または [HTMLおよびプレーンテキスト（HTML and Plain Text）]のどちらかのフィー

ルドに、メッセージテキストを入力します。

テキストリソースがプレーンテキストメッセージのみを許可する場合は、[テキスト（Text）]フィール
ドを使用します。テキストリソースがHTMLおよびプレーンテキストメッセージの両方を許可する場合
は、[HTMLおよびプレーンテキスト（HTML and Plain Text）]フィールドを使用します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

テキストリソースの削除

はじめる前に

テキストリソースの削除の影響に注意してください。

•削除されたテキストリソースを参照しているすべてのメッセージフィルタは、無効として
マークされます。
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•削除されたテキストリソースを参照しているすべてのコンテンツフィルタはイネーブルの
ままになりますが、今後無効と判断されます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]ページに移動し、削除するテキ
ストリソースの [削除（Delete）]列にあるゴミ箱アイコンをクリックします。確認メッセージが表示され
ます。

ステップ 2 [削除（Delete）]をクリックして、テキストリソースを削除します。
ステップ 3 変更を保存します。

テキストリソースのインポート

はじめる前に

インポートするファイルが、アプライアンスの configurationディレクトリに存在することを確認
します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]ページに移動し、[テキストリ
ソースのインポート（Import Text Resource）]をクリックします。

ステップ 2 インポートするファイルを選択します。

ステップ 3 エンコード方式を指定します。

ステップ 4 [Next]をクリックします。
ステップ 5 名前を選択し、テキストリソースタイプを編集および選択します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

テキストリソースのエクスポート

はじめる前に
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テキストリソースをエクスポートする場合は、テキストファイルがアプライアンスのconfiguration
ディレクトリに作成されることに注意してください。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）]ページに移動し、[テキストリ
ソースのエクスポート（Export Text Resource）]をクリックします。

ステップ 2 エクスポートするテキストリソースを選択します。

ステップ 3 テキストリソースのファイル名を入力します。

ステップ 4 テキストファイルのエンコード方式を選択します。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックしてテキストリソースを含むテキストファイルを configurationディレクトリ
に作成します。

HTML ベースのテキストリソースの概要
免責事項などの一部のテキストリソースは、HTMLベースのメッセージおよびプレーンテキスト
メッセージの両方を使用して作成できます。HTMLベースのメッセージとプレーンテキストメッ
セージの両方を含むテキストリソースが電子メールメッセージに適用された場合、HTMLベース
のテキストリソースメッセージは電子メールメッセージのテキストまたは HTML部分に適用さ
れ、プレーンテキストメッセージは電子メールメッセージのテキストまたはプレーン部分に適

用されます。

HTMLベースのテキストリソースを追加または編集する場合、GUIには、HTMLコードを手動で
記述せずにリッチテキストの入力を可能にするリッチテキスト編集が含まれます。

HTMLベースのテキストリソースを追加および編集する場合は、次の点に留意してください。

• HTMLバージョンに基づいて、メッセージのプレーンテキストバージョンを自動的に生成
するよう選択できます。または、プレーンテキストバージョンを個別に定義できます。

• [コードビュー（Code View）]ボタンをクリックすることにより、リッチテキストエディタ
と HTMLコード間を切り替えることができます。

•リッチテキストエディタでサポートされない HTMLコードを GUIで入力するには、コード
ビューに切り替え、HTMLコードを手動で入力します。たとえば、これは、<img src>HTML
タグを使用して外部サーバにあるイメージファイルへの参照を挿入する場合に行います。

HTML ベースのテキストリソースのインポートおよびエクスポート
HTMLベースのテキストリソースをテキストファイルにエクスポートしたり、テキストファイ
ルからHTMLベースのテキストリソースをインポートしたりできます。HTMLベースのテキスト
リソースをファイルにエクスポートする場合、ファイルにはテキストリソースの各バージョンに

対する次のセクションが含まれます。

• [html_version]
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• [text_version]

これらのセクションの順序は重要ではありません。

たとえば、エクスポートされたファイルには、次のテキストが含まれることがあります。

[html_version]
<p>Sample <i>message.</i></p>
[text_version]
Sample message.

HTMLベースのテキストリソースをエクスポートおよびインポートする場合は、次のルールとガ
イドラインに留意してください。

•プレーンテキストメッセージが HTMLバージョンから自動的に生成される HTMLベースの
テキストリソースをエクスポートする場合、エクスポートされたファイルには[text_version]

セクションが含まれません。

•テキストファイルからインポートするとき、[html_version]セクション下のすべての HTML
コードは作成されたテキストリソースのHTMLメッセージに変換されます（テキストリソー
スタイプが HTMLメッセージをサポートする場合）。同様に、[text_version]セクション

下のすべてのテキストは、作成されたテキストリソースのプレーンテキストメッセージに

変換されます。

• HTMLベースのテキストリソースを作成するために、空の、または存在しない[html_version]

セクションを含むファイルからインポートする場合、アプライアンスは[text_version]セク

ションのテキストを使用して HTMLおよびプレーンテキストメッセージの両方を作成しま
す。

テキストリソースの使用
すべてのタイプのテキストリソースは、[テキストリソース（Text Resources）]ページまたは CLI
の textconfigコマンドを使用して、同じ方法で作成されます。一度作成されると、各タイプで異な
る使われ方をします。免責事項テンプレートおよび通知テンプレートは、フィルタおよびリスナー

で使用されます。一方、アンチウイルス通知テンプレートは、メールポリシーおよびアンチウイ

ルス設定値で使用されます。

免責事項テンプレート

アプライアンスは、リスナーが受信した一部またはすべてのメッセージのテキストの上または下

（ヘッダーまたはフッター）にデフォルトの免責事項を追加できます。次の方法を使用して、ア

プライアンスでメッセージに免責事項を追加できます。

•リスナーから、GUIまたは listenerconfigコマンドを使用する方法（リスナーからの免責事

項テキストの追加, （645ページ）を参照）。

•コンテンツフィルタアクション Add Disclaimer Textを使用する方法（コンテンツフィル

タのアクション, （310ページ）を参照）。
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•メッセージフィルタアクション add-footer()を使用する方法（の「Using Message Filters to
Enforce Email Policies」の章を参照）。

•データ消失防止プロファイルを使用する方法（データ損失の防止,（493ページ）を参照）。

•メッセージの目的がフィッシングまたはマルウェアの配布である可能性があることをユーザ
に通知するようアウトブレイクフィルタに対してメッセージの修正を使用する方法（メッ

セージの変更,（404ページ）を参照）。このタイプの通知に追加される免責事項は、テキス
トの上に追加されます。

たとえば、企業内から送信される各メッセージに著作権宣言文、宣伝メッセージ、または免責事

項を付加できます。

免責事項テキストを使用する前に、免責事項テンプレートを作成する必要があります。GUIで [テ
キストリソース（Text Resources）]ページを使用（テキストリソースの追加, （641ページ）を参
照）または textconfigコマンドを使用（『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security
Appliances』を参照）して、使用するテキスト文字列のセットを作成および管理します。

リスナーからの免責事項テキストの追加

免責事項テキストリソースを作成したら、リスナーで受信するメッセージに付加するテキスト文

字列を選択します。免責事項テキストをメッセージの上部または下部に追加できます。この機能

は、パブリック（インバウンド）リスナーとプライベート（アウトバウンド）リスナーの両方に

使用できます。

テキストおよびHTMLから構成されるメッセージ（MicrosoftOutlookでは、このタイプのメッセー
ジを「multipart alternative」と呼びます）を送信する場合、アプライアンスは、メッセージの両方
の部分に免責事項をスタンプします。ただし、メッセージが署名済みのコンテンツである場合、

署名が無効になるためコンテンツは変更されません。代わりに、免責事項スタンプによって

「Content-Disposition inline attachment」という新規パートが作成されます。マルチパートメッセー
ジの詳細については、「Using Message Filters to Enforce Email Policies」の章の「Message Bodies vs.
Message Attachments」を参照してください。

フィルタからの免責事項の追加

フィルタアクション add-footer()またはコンテンツフィルタアクション「免責条項文の追加」

を使用して、メッセージの免責事項に特定の定義済みテキスト文字列を付加することができます。

たとえば、次のメッセージフィルタルールは、LDAPグループ「Legal」に属するユーザから送信
されるすべてのメッセージに、legal.disclaimerというテキスト文字列を付加します。

Add-Disclaimer-For-Legal-Team:

if (mail-from-group == 'Legal')

{

add-footer('legal.disclaimer');

}
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免責事項およびフィルタアクション変数

メッセージフィルタアクション変数を使用することもできます（詳細については、「UsingMessage
Filters to Enforce Email Policies」の章にある「Action Variables」を参照してください）。

免責事項テンプレートには、次の変数を使用できます。

表 44：アンチウイルス通知変数

置き換える値変数

メッセージの To:ヘッダーに置き換えられます（エンベロープ受信者には
置き換えられません）。

$To

メッセージの From:ヘッダーに置き換えられます（エンベロープ送信者に
は置き換えられません）。

$From

元のメッセージの件名に置き換えられます。$Subject

現在の日付（MM/DD/YYYY形式）に置き換えられます。$Date

現在の時刻（ローカル時間帯）に置き換えられます。$Time

現在の時刻および日付（GMT）に置き換えられます。電子メールメッセー
ジの Received:行で見られる形式と同様です。

$GMTimestamp

メッセージを内部で識別するために使用するメッセージ ID（MID）に置き
換えられます。RFC822「Message-Id」の値とは異なるため注意してくださ
い（「Message-Id」を取得するには $Headerを使用します）。

$MID

メッセージのインジェクト時に、送信者が一致する送信者グループの名前

に置き換えられます。送信者グループに名前がない場合は、文字列

「>Unknown<」が挿入されます。

$Group

メッセージのインジェクト時に、送信者に適用した HATポリシーの名前
に置き換えられます。事前に定義されているポリシー名が使用されていな

い場合、文字列「>Unknown<」が挿入されます。

$Policy

送信者のSenderBaseレピュテーションスコアに置き換えられます。レピュ
テーションスコアがない場合は「None」に置き換えられます。

$Reputation

メッセージの添付ファイルのファイル名のカンマ区切リストに置き換えら

れます。

$filenames

メッセージの添付ファイルのファイルタイプを示すカンマ区切りリストに

置き換えられます。

$filetypes
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置き換える値変数

メッセージの添付ファイルサイズのカンマ区切りリストに置き換えられま

す。

$filesizes

メッセージを Eメールセキュリティアプライアンスに送信したシステム
のホスト名に置き換えられます。

$remotehost

メッセージヘッダーに置き換えられます。$AllHeaders

メッセージのエンベロープ送信者（Envelope From、<MAIL FROM>）に置
き換えられます。

$EnvelopeFrom

Eメールセキュリティアプライアンスのホスト名に置き換えられます。$Hostname

元のメッセージに一致するヘッダーが含まれる場合、引用符付きヘッダー

の値に置き換えられます。二重引用符が使用される場合もあります。

$header[‘string ’]

メッセージのエンベロープ受信者すべて（Envelope To、<RCPT TO>）に
置き換えられます。

$enveloperecipients

メッセージのサイズ（バイト単位）に置き換えられます。$bodysize

処理中のフィルタの名前を返します。$FilterName

スキャンフィルタルール（body-containsなどのフィルタルールやコンテ
ンツディクショナリを含む）をトリガーした内容を返します。

$MatchedContent

違反があった Email DLPポリシーの名前に置き換えられます。$DLPPolicy

違反の重大度に置き換えられます。値は [低（Low）]、[中（Medium）]、
[高（High）]、または [重大（Critical）]のいずれかです。

$DLPSeverity

メッセージに含まれる機密性の高い情報のリスク係数（0～100のスコア）
に置き換えられます。

$DLPRiskFactor

フィッシング、ウイルス、詐欺、マルウェアなどのアウトブレイクフィル

タ脅威のタイプに置き換えられます。

$threat_category

アウトブレイクフィルタ脅威カテゴリのサブカテゴリに置き換えられま

す。たとえば、チャリティ詐欺、金銭目的のフィッシング、偽の取引など

があります。

$threat_type

アウトブレイクフィルタ脅威の説明に置き換えられます。$threat_description

メッセージの脅威レベル（スコア 0～ 5）に置き換えられます。$threat_level
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置き換える値変数

[メッセージの変更 -脅威レベル（MessageModification Threat Level）]しき
い値によって、「はい」または「いいえ」に置き換えられます。メッセー

ジに含まれるウイルスまたは非ウイルスの脅威レベルが [メッセージの変
更 -脅威レベル（MessageModificationThreat Level）]しきい値以上の場合、
この変数の値は「はい」に設定されます。

$threat_verdict

メッセージフィルタアクション変数を免責事項で使用するには、（GUIの [テキストリソース
（Text Resource）]ページまたは textconfigコマンドから）メッセージの免責事項を作成し、変数
を参照します。

add-footer()アクションでは、フッターを inline attachment、UTF-8 coded attachment、quoted printable
attachmentとして追加することで、非 ASCIIテキストをサポートします。

免責事項スタンプと複数エンコード方式

AsyncOSには、異なる文字エンコード方式を含む免責事項スタンプの動作を変更するために使用
される設定値が存在します。デフォルトでは、AsyncOSは電子メールメッセージの本文パート内
に添付されるように、免責事項を配置します。localeconfigコマンド内で設定した設定値を使用し
て、本文パートと免責事項のエンコード方式が異なる場合の動作を設定できます。数個のパート

から構成される電子メールメッセージを確認することで、この設定が理解しやすくなります。

ヘッダーTo: joe@example.com

From: mary@example.com

Subject: Hi!

<空白行>

本文パートHello!

最初の添付パートこのメッセージはスキャ

ンされました。

2番目の添付パートExample.zip

最初の空白行に続くメッセージの本文には、多くのMIMEパートが含まれている場合がありま
す。多くの場合、最初のパートは「本文」または「テキスト」と呼ばれ、2番目以降のパートは
「アタッチメント」と呼ばれます。

免責事項は「アタッチメント」（上記の例）または本文の一部として、電子メールに含めること

ができます。
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ヘッダーTo: joe@example.com

From: mary@example.com

Subject: Hi!

<空白行>

本文パートHello!

本文に含められた免責事項このメッセージはスキャン

されました。

最初の添付パートExample.zip

一般的に、メッセージの本文と免責事項の間でエンコード方式の不一致が起こると、免責事項が

本文に含まれ（インライン）個別のアタッチメントとして含まれないように、AsyncOSはメッセー
ジ全体をメッセージの本文と同じエンコード方式でエンコードしようとします。つまり、免責事

項と本文のエンコード方式が一致する場合、または免責事項のテキストに（本文の）インライン

に表示できる文字が含まれている場合は、免責事項はインラインに含められます。たとえば、

US-ASCII文字のみを含む ISO-8859-1エンコードされた免責事項が生成される可能性があります。
結果的に、この免責事項は問題なく「インライン」に表示されます。

ただし、免責事項が本文と組み合わせられない場合、localeconfigコマンドを使用し、本文テキス
トを昇格または変換して免責事項のエンコード方式と一致させるようにAsyncOSを設定すること
で、免責事項をメッセージの本文に含めることができます。

example.com> localeconfig

Behavior when modifying headers: Use encoding of message body

Behavior for untagged non-ASCII headers: Impose encoding of message body

Behavior for mismatched footer or heading encoding: Only try encoding from
message body

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure multi-lingual settings.

[]> setup

If a header is modified, encode the new header in the same encoding as

the message body? (Some MUAs incorrectly handle headers encoded in a

different encoding than the body. However, encoding a modified header

in the same encoding as the message body may cause certain characters in the modified

header to be lost.) [Y]>
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If a non-ASCII header is not properly tagged with a character set and

is being used or modified, impose the encoding of the body on the

header during processing and final representation of the message?

(Many MUAs create non-RFC-compliant headers that are then handled in

an undefined way. Some MUAs handle headers encoded in character sets

that differ from that of the main body in an incorrect way. Imposing the encoding of the

body on the header may encode

the header more precisely. This will be used to interpret the content of headers for

processing, it will not modify or rewrite the header

unless that is done explicitly as part of the processing.) [Y]>

Footers or headings are added in-line with the message body whenever

possible. However, if the footer or heading is encoded differently

than the message body, and if imposing a single encoding will cause

loss of characters, it will be added as an attachment. The system will

always try to use the message body's encoding for the footer or

heading. If that fails, and if the message body's encoding is USASCII,

the system can try to edit the message body to use the footer's

or heading's encoding. Should the system try to impose the footer's

or headings's encoding on the message body? [N]> y

Behavior when modifying headers: Use encoding of message body

Behavior for untagged non-ASCII headers: Impose encoding of message

body. Behavior for mismatched footer or heading encoding: Try both

body and footer or heading encodings

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure multi-lingual settings.

localeconfigコマンドの詳細については、「Configuring the Appliance to Receive Mail」の章を参照
してください。

通知テンプレート

通知テンプレートは、notify()および notify-copy()フィルタアクションで使用されます。通知テン
プレートには、アンチウイルス通知により使用されるアンチウイルス関連の変数を含む非 ASCII
テキストおよびアクション変数を含めることができます（「Using Message Filters to Enforce Email
Policies」の章にある「Action Variables」を参照）。たとえば、$Allheadersアクション変数を使用
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して、元のメッセージのヘッダーを含めることができます。通知用の From:アドレスを設定でき
ます。アプライアンスに生成されるメッセージの返信アドレスの設定,（1005ページ）を参照して
ください。

通知テンプレートを作成したら、コンテンツフィルタおよびメッセージフィルタから参照させる

ことができます。次の図は、「grapewatchers@example.com」に「grape_text」通知が送信されるよ
うに notify-copy()フィルタアクションを設定したコンテンツフィルタを示しています。

図 40：コンテンツフィルタによる通知の例

アンチウイルス通知テンプレート

アンチウイルス通知テンプレートには、次の 2つのタイプがあります。

•アンチウイルス通知テンプレート。アンチウイルス通知テンプレートは、元のメッセージが
ウイルス通知に添付されていない場合に使用されます。

•アンチウイルスコンテナテンプレート。コンテナテンプレートは、元のメッセージが添付
ファイルとして送信される際に使用されます。

アンチウイルス通知テンプレートは、フィルタの代わりにアンチウイルスエンジンで使用される

以外は、基本的に通知テンプレートと同様に使用されます。メールポリシーの編集中に送信する

カスタム通知を指定できます。ウイルス対策通知用の From:アドレスを設定できます。詳細につ
いては、アプライアンスに生成されるメッセージの返信アドレスの設定,（1005ページ）を参照し
てください。
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カスタムアンチウイルス通知テンプレート

次の図は、カスタムアンチウイルス通知が指定されたメールポリシーを示しています。

図 41：メールポリシーでのアンチウイルスコンテナテンプレートの通知例

アンチウイルス通知変数

ウイルス対策通知を作成する際に、次の表に記載されている通知変数を使用できます。

表 45：アンチウイルス通知変数

置き換える値変数

メッセージの To:ヘッダーに置き換えられます（エンベロープ受信者
には置き換えられません）。

$To

メッセージの From:ヘッダーに置き換えられます（エンベロープ送信
者には置き換えられません）。

$From

元のメッセージの件名に置き換えられます。$Subject

メッセージで発見されたすべてのウイルスのリストに置き換えられま

す。

例：“Unix/Apache.Trojan”, “W32/Bagel-F”

$AV_VIRUSES

パートごとにMIME-Part/Attachment名とウイルスを示すテーブルに置
き換えられます。

例：“HELLO.SCR” : “W32/Bagel-F”

<unnamed part of the message> : “Unix/Apache.Trojan”

$AV_VIRUS_TABLE

アンチウイルスの判定に置き換えられます。$AV_VERDICT
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置き換える値変数

ドロップされた添付ファイルのテーブルに置き換えられます。各行は、

パートまたはファイル名とパートに付随するウイルスのリストにより

構成されます。

例：“HELLO.SCR” : “W32/Bagel-f”, “W32/Bagel-d” “Love.SCR” :
“Netsky-c”, “W32/Bagel-d”

$AV_DROPPED_TABLE

発見および修復されたすべてのウイルスのリストに置き換えられます。$AV_REPAIRED_VIRUSES

発見および修復されたすべてのパーツとウイルスのテーブルに置き換

えられます。例："HELLO.SCR" : "W32/Bagel-F"
$AV_REPAIRED_TABLE

ドロップされたファイル名のリストに置き換えられます。

例：“HELLO.SCR”, “CheckThisOut.exe”

$AV_DROPPED_PARTS

修復されたファイル名またはパートのリストに置き換えられます。$AV_REPAIRED_PARTS

暗号化されたファイル名またはパートのリストに置き換えられます。$AV_ENCRYPTED_PARTS

ウイルスを含むファイルのファイル名のカンマ区切りリストに置き換

えられます。

$AV_INFECTED_PARTS

スキャンできなかったファイル名またはパートのリストに置き換えら

れます。

$AV_UNSCANNABLE_PARTS

現在の日付（MM/DD/YYYY形式）に置き換えられます。$Date

現在の時刻（ローカル時間帯）に置き換えられます。$Time

現在の時刻および日付（GMT）に置き換えられます。電子メールメッ
セージの Received:行で見られる形式と同様です。

$GMTimestamp

メッセージを内部で識別するために使用するメッセージ ID（MID）に
置き換えられます。RFC822「Message-Id」の値とは異なるため注意し
てください（「Message-Id」を取得するには$Headerを使用します）。

$MID

メッセージのインジェクト時に、送信者が一致する送信者グループの

名前に置き換えられます。送信者グループに名前がない場合は、文字

列「>Unknown<」が挿入されます。

$Group

メッセージのインジェクト時に、送信者に適用したHATポリシーの名
前に置き換えられます。事前に定義されているポリシー名が使用され

ていない場合、文字列「>Unknown<」が挿入されます。

$Policy
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置き換える値変数

送信者のSenderBaseレピュテーションスコアに置き換えられます。レ
ピュテーションスコアがない場合は「None」に置き換えられます。

$Reputation

メッセージの添付ファイルのファイル名のカンマ区切リストに置き換

えられます。

$filenames

メッセージの添付ファイルのファイルタイプを示すカンマ区切りリス

トに置き換えられます。

$filetypes

メッセージの添付ファイルサイズのカンマ区切りリストに置き換えら

れます。

$filesizes

メッセージをEメールセキュリティアプライアンスに送信したシステ
ムのホスト名に置き換えられます。

$remotehost

メッセージヘッダーに置き換えられます。$AllHeaders

メッセージのエンベロープ送信者（Envelope From、<MAIL FROM>）
に置き換えられます。

$EnvelopeFrom

Eメールセキュリティアプライアンスのホスト名に置き換えられま
す。

$Hostname

変数名は大文字/小文字を区別しません。たとえば、テキストリソースで「$to」と「$To」は
同等です。元のメッセージで「AV_」変数が空の場合、文字列 <None>で置き換えられます。

（注）

テキストリソースを定義した後、[メールポリシー（Mail Policies）] > [送受信メールポリシー
（Incoming/Outgoing Mail Policies）] > [ウイルス対策設定を編集（Edit Anti-Virus Settings）]ページ
または policyconfig -> edit -> antivirusコマンドを使用して、修復されたメッセージ、スキャンでき
なかったメッセージ、暗号化されたメッセージ、またはウイルスが陽性のメッセージに対して、

元のメッセージがRFC822のアタッチメントとして含まれるように指定します。詳細については、
カスタムアラート通知の送信, （340ページ）を参照してください。

バウンス通知および暗号化失敗通知テンプレート

バウンス通知および暗号化失敗通知テンプレートは、バウンス通知およびメッセージ暗号化失敗

通知で使用される以外は、基本的に通知テンプレートと同様に使用されます。暗号化プロファイ

ルを編集中に、バウンスプロファイルおよびカスタムメッセージ暗号化失敗通知を編集していた

場合に送信するカスタムバウンス通知を指定できます。
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次の図は、バウンスプロファイルで指定されたバウンス通知テンプレートを示しています。

図 42：バウンスプロファイルのバウンス通知の例

カスタムテンプレートを使用する場合は、RFC-1891の DSNを使用してください。（注）

次の図は、暗号化プロファイルで指定された暗号化失敗テンプレートを示しています。

図 43：暗号化プロファイルの暗号化失敗通知の例

バウンス通知および暗号化失敗通知変数

バウンス通知または暗号化失敗通知を作成する際に、次の表に記載されている通知変数を使用で

きます。

表 46：バウンス通知変数

置き換える値変数

元のメッセージの件名。$Subject

現在の日付（MM/DD/YYYY形式）に置き換えられます。$Date

現在の時刻（ローカル時間帯）に置き換えられます。$Time

現在の時刻および日付（GMT）に置き換えられます。電子メールメッ
セージの Received:行で見られる形式と同様です。

$GMTimeStamp
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置き換える値変数

メッセージを内部で識別するために使用するメッセージ ID（MID）に置
き換えられます。RFC822「Message-Id」の値とは異なるため注意してく
ださい（「Message-Id」を取得するには $Headerを使用します）。

$MID

バウンスされた受信者のアドレス。$BouncedRecipient

通知理由。$BounceReason

メッセージをEメールセキュリティアプライアンスに送信したシステム
のホスト名に置き換えられます。

$remotehost

暗号化通知テンプレート

暗号化通知テンプレートは、アウトバウンド電子メールを暗号化するように Cisco電子メール暗
号化を設定した際に使用されます。この通知では、受信者が暗号化されたメッセージを受信した

ことを通知し、メッセージを読む手順を説明しています。暗号化メッセージと一緒に送信するカ

スタム暗号化通知を指定できます。暗号化プロファイルを作成する際は、HTML形式およびテキ
スト形式の両方の暗号化通知を指定します。このため、カスタムプロファイルを作成する場合

は、テキスト形式および HTML形式の両方の通知を作成する必要があります。
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第 24 章

SMTP サーバを使用した受信者の検証

この章は、次の項で構成されています。

• SMTPコールアヘッド受信者検証の概要, 657 ページ

• SMTPコールアヘッド受信者検証のワークフロー, 658 ページ

• 外部 SMTPサーバを使用した受信者の検証方法, 659 ページ

• リスナーでの SMTPサーバ経由の着信メール検証のイネーブル化, 663 ページ

• LDAPルーティングクエリの構成, 664 ページ

• SMTPコールアヘッドクエリのルーティング, 665 ページ

• 特定のユーザまたはグループの SMTPコールアヘッド検証のバイパス, 665 ページ

SMTP コールアヘッド受信者検証の概要
SMTPコールアヘッド受信者検証機能では、受信者宛ての着信メールを受け入れる前に、外部
SMTPサーバにクエリを実行します。LDAP承認または Recipient Access Table（RAT;受信者アク
セステーブル）を使用できない場合、受信者を検証するためにこの機能を使用します。たとえ

ば、それぞれ別のドメインを使用する多数のメールボックスのメールをホストしていて、LDAP
インフラストラクチャが各受信者を検証するために LDAPサーバにクエリーすることを許可して
いないとします。この場合、Eメールセキュリティアプライアンスが SMTPサーバにクエリーを
実行して、SMTP通信を続ける前に受信者を検証できます。

SMTPコールアヘッド受信者検証を使用して、無効な受信者宛てのメッセージの処理を減らしま
す。通常、無効な受信者宛てのメッセージは、ドロップする前にワークキューを通して処理しま

す。代わりに、電子メールパイプラインの着信および受信部分で追加処理を行わずに無効なメッ

セージをドロップまたはバウンスできます。
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SMTP コールアヘッド受信者検証のワークフロー
Eメールセキュリティアプライアンスで SMTPコールアヘッド受信者検証を設定すると、Eメー
ルセキュリティアプライアンスは、SMTPサーバに「事前に電話して」受信者を検証する間、送
信側のMTAとの SMTP通信を中断します。アプライアンスは、SMTPサーバにクエリーを実行す
るとき、SMTPサーバの応答を Eメールセキュリティアプライアンスに返し、ユーザの設定に基
づいて、メールを受け入れるか、コードとカスタム応答で接続をドロップすることができます。

次の図に、SMTPコールアヘッド検証通信の基本的なワークフローを示します。

図 44：SMTP コールアヘッドサーバ通信のワークフロー

1 送信側のMTAが SMTP通信を開始します。
2 Eメールセキュリティアプライアンスは、SMTPサーバにクエリーを送信して受信者

validuser@recipient.comを検証する間、SMTP通信を中断します。

SMTPルートまたはLDAPルーティングクエリーが設定されている場合、SMTPサーバへのク
エリーにはこれらのルートが使用されます。

（注）

3 SMTPサーバは、Eメールセキュリティアプライアンスにクエリーの応答を返します。
4 Eメールセキュリティアプライアンスは SMTP通信を再開し、送信側のMTAに応答を送信
し、SMTPサーバの応答（およびSMTPコールアヘッドプロファイルの設定）に基づいて接続
を続行するかドロップします。

電子メールパイプラインでの処理の順序が決まっているため、特定の受信者宛てのメッセージが

RATによって拒否された場合、SMTPコールアヘッド受信者検証は発生しません。たとえば、RAT
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でexample.com宛てのメールのみを受け入れるように指定した場合、SMTPコールアヘッド受信者
検証が発生する前に、recipient@domain2.com宛てのメールは拒否されます。

HATでディレクトリハーベスト攻撃防止（DHAP）を設定した場合、SMTPコールアヘッド
サーバの拒否は、指定した1時間あたりの最大無効受信者数の中の拒否数に含まれるので注意
してください。SMTPサーバによって拒否が増える場合を考慮してこの数を調整する必要があ
ります。DHAPの詳細については、「ゲートウェイでのメール受信の設定」を参照してくださ
い。

（注）

外部 SMTP サーバを使用した受信者の検証方法
詳細（More Info）操作内容

コールアヘッドサーバプロ

ファイルの設定,（660ページ）
アプライアンスの SMTPサーバへの接続および
サーバの応答の解釈方法を決定します。

ステップ 1

リスナーでのSMTPサーバ経由
の着信メール検証のイネーブル

化, （663ページ）

SMTPサーバが受信者を検証するようにパブリッ
クリスナーを設定します。

ステップ 2

LDAPルーティングクエリの構
成, （664ページ）

（任意）メールの別のホストにルーティングする

際に使用する SMTPサーバを決定するには、
LDAPルーティングクエリーを更新します。

ステップ 3：

特定のユーザまたはグループの

SMTPコールアヘッド検証のバ
イパス, （665ページ）

（任意）特定の受信者に対してコールアヘッド検

証をバイパスするようにアプライアンスを設定し

ます。

ステップ 4：
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コールアヘッドサーバプロファイルの設定

SMTPコールアヘッドサーバプロファイルの設定では、Eメールセキュリティアプライアンス
と SMTPサーバの接続方法と SMTPサーバから返される応答の解釈方法を設定します。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [SMTPコールアヘッド（SMTP Call-Ahead）]をクリックします。
ステップ 2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
ステップ 3 プロファイルの設定値を入力します。詳細については、表「SMTPコールアヘッドサーバプロファイル

の設定」を参照してください。

ステップ 4 プロファイルの高度な設定を指定します。詳細については、表「SMTPコールアヘッドサーバプロファ
イルの詳細設定」を参照してください。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

SMTP コールアヘッドサーバプロファイルの設定
SMTPコールアヘッドサーバプロファイルの設定時に、Eメールセキュリティアプライアンス
と SMTPサーバの接続方法を設定する必要があります。

表 47：SMTP コールアヘッドサーバプロファイルの設定

説明設定

コールアヘッドサーバプロファイルの名前。プロファイル名（Profile
Name）
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説明設定

コールアヘッドサーバへの接続方法を次から 1つ選択します。

• [配信ホストを使用（Use Delivery Host）]。SMTPコールアヘッ
ドクエリーに配信電子メールアドレスのホストを使用するよ

うに指定する場合は、このオプションを選択します。たとえ

ば、メールの受信アドレスが recipient@example.comの場合、
SMTPクエリーは example.comに関連付けられた SMTPサーバ
に対して実行されます。SMTPルートまたは LDAPルーティン
グクエリーを設定した場合、クエリー先の SMTPサーバの決
定には、これらのルートが使用されます。LDAPルーティング
クエリーの設定についての詳細は、LDAPルーティングクエリ
の構成, （664ページ）を参照してください。

• [スタティックコールアヘッドサーバ（Static Call-Ahead
Server）]。クエリー先のコールアヘッドサーバのスタティック
リストを作成する場合は、このオプションを使用します。コー

ルアヘッドサーバの名前や場所が頻繁に変わらないと思われる

場合は、このオプションを使用できます。このオプションを使

用すると、Eメールセキュリティアプライアンスは、リスト
の最初のスタティックコールアヘッドサーバからラウンドロ

ビン方式でホストにクエリーを送信します。

スタティックコールアヘッドサーバタイプを選択する

と、クエリーに SMTPルートは適用されないので注意し
てください。その代わりMXルックアップが実行され、
その後、ホストでスタティックサーバのコールアヘッド

IPアドレスを取得するためのルックアップが実行されま
す。

（注）

コールアヘッドサーバタ

イプ（Call-Ahead Server
Type）

スタティックコールアヘッドサーバタイプを使用する場合は、こ

のフィールドにホストとポートの組み合わせのリストを入力します。

次の構文を使用して、サーバとポートのリストを作成します。

ironport.com:25

複数のエントリがある場合は、カンマで区切ります。

スタティックコールアヘッ

ドサーバ（StaticCall-Ahead
Servers）

次の表に、SMTPコールアヘッドサーバプロファイルの高度な設定を示します。
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表 48：SMTP コールアヘッドサーバプロファイルの高度な設定

説明設定

SMTPサーバと SMTP通信を開始するときに使用されるインター
フェイス。

[管理インターフェイス（Management interface）]または [自動
（Auto）]のどちらを使用するかを選択します。[自動（Auto）]を
選択すると、Eメールセキュリティアプライアンスは、使用する
インターフェイスを自動的に検出しようとします。Cisco IronPortイ
ンターフェイスは、次の方法でSMTPサーバとの接続を試みます。

•コールアヘッドサーバが設定済みインターフェイスの 1つと
同じサブネット上にある場合、接続は一致するインターフェ

イスによって開始されます。

•設定済みの任意の SMTPルートが、クエリーのルートに使用
されます。

•それ以外の場合、デフォルトゲートウェイと同じサブネット
上にあるインターフェイスが使用されます。

インターフェイス

（Interface）

SMTPサーバとのSMTP通信に使用されるMAILFROM:アドレス。MAIL FROMアドレス
（MAIL FROM Address）

SMTPサーバからの結果を待機する秒数。このタイムアウト値は、
複数のコールアヘッドサーバにアクセスする可能性のある 1つの
受信者検証要求に対する値です。コールアヘッドサーバの応答,（
663ページ）を参照してください。

検証要求タイムアウト

（Validation Request
Timeout）

受信者検証要求が失敗した場合（タイムアウト、サーバの障害、

ネットワークの問題、または不明な応答により）に実行するアク

ション。Eメールセキュリティアプライアンスでのさまざまな応
答の処理方法を設定できます。コールアヘッドサーバの応答, （
663ページ）を参照してください。

検証エラーのアクション

（Validation Failure Action）

受信者検証要求が一時的に失敗した場合（リモートSMTPサーバか
ら4xx応答が返された）に実行するアクション。メールボックスが
一杯の場合、メールボックスを利用できない場合、またはサービス

を利用できない場合に発生することがあります。

コールアヘッドサーバの応答,（663ページ）を参照してください。

一時的なエラーのアクショ

ン（Temporary Failure
Action）

1つの SMTPセッションで検証する最大受信者数。

1～ 25,000セッションの間で指定します。

セッションあたりの最大受

信者数（Max. Recipients per
Session）
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説明設定

1台のコールアヘッド SMTPサーバへの最大接続数。

1～ 100接続の間で指定します。

サーバあたりの最大接続数

（Max. Connections per
Server）

SMTP応答のキャッシュのサイズ。100～1,000,000エントリの間で
指定します。

キャッシュ

キャッシュ内でのエントリの存続可能時間値。このフィールドのデ

フォルト値は 900秒です。60～ 86400秒の間で指定します。
キャッシュTTL（Cache
TTL）

コールアヘッドサーバの応答

SMTPサーバからは、次の応答が返されます。

• 2xx：コールアヘッドサーバから 2で始まる SMTPコードを受け取った場合、受信者は受け
入れられます。たとえば、応答が 250の場合、メーリングアクションを続行できます。

• 4xx：4で始まる SMTPコードは、SMTP要求の処理中に一時的な障害が発生したことを示し
ます。後で再試行すると正常に処理されることがあります。たとえば、応答 451は、要求さ
れたアクションが中止されたか、処理中にローカルエラーが発生したことを示します。

• 5xx：5で始まる SMTPコードは、SMTP要求の処理中に永続的な障害が発生したことを示し
ます。たとえば、応答 550は、要求されたアクションが実行されなかったか、メールボック
スを使用できなかったことを示します。

•タイムアウト。コールアヘッドサーバから応答が戻されない場合、タイムアウトが発生する
前に再試行する時間を設定できます。

•接続エラー。コールアヘッドサーバへの接続に失敗した場合、受信者アドレスへの接続を受
け入れるか拒否するかを設定できます。

•カスタム応答。検証エラーおよび一時エラーのためにカスタム SMTP応答（コードとテキス
ト）との接続を拒否するよう設定できます。

リスナーでの SMTP サーバ経由の着信メール検証のイネー
ブル化

SMTPコールアヘッドサーバプロファイルを作成したら、そのプロファイルをリスナーでイネー
ブルにして、リスナーがSMTPサーバ経由の着信メールを検証できるようにする必要があります。
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プライベートリスナーでは受信者の検証は必要ないので、SMTPコールアヘッド機能はパブリッ
クリスナーでのみ使用できます。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]に移動します。
ステップ 2 SMTPコールアヘッド機能をイネーブルにするリスナーの名前をクリックします。
ステップ 3 [SMTPコールアヘッドプロファイル（SMTP Call Ahead Profile）]フィールドで、イネーブルにする SMTP

コールアヘッドプロファイルを選択します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

LDAP ルーティングクエリの構成
LDAPルーティングクエリーを使用して、メールを異なるメールホストにルーティングする場
合、AsyncOSは、代替メールホスト属性を使用して、クエリー先の SMTPサーバを決定します。
ただし、この処理が不適切な場合があります。たとえば、次のスキーマでは、メールホスト属性

（mailHost）には、コールアヘッド SMTPサーバの属性（callAhead）で指定されているサーバと
は異なる SMTPアドレスがあります。

dn: mail=cisco.com, ou=domains
mail: cisco.com
mailHost: smtp.mydomain.com
policy: ASAV
callAhead: smtp2.mydomain.com,smtp3.mydomain.com:9025

この場合、[SMTPコールアヘッド（SMTP Call-Ahead）]フィールドを使用して、SMTPコールア
ヘッドクエリーを callAhead属性で指定されているサーバに転送するルーティングクエリーを作
成できます。たとえば、次の属性でルーティングクエリーを作成できます。

図 45：SMTP コールアヘッド用に設定された LDAP ルーティングクエリー

このクエリーでは、{d}は受信者アドレスのドメイン部分を表し、SMTPコールアヘッドサーバ
属性は、クエリーに使用するコールアヘッドサーバとポートの値として、ポート 9025の
smtp2.mydomain.com、smtp3.mydomain.comを返します。
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この例は、LDAPルーティングクエリーを使用して SMTPコールアヘッドクエリーを正しい
SMTPサーバに転送できるクエリーの設定例の 1つです。この例で説明したクエリー文字列や
特定の LDAP属性を使用する必要はありません。

（注）

SMTP コールアヘッドクエリのルーティング
SMTPコールアヘッドクエリーのルーティング時、AsyncOSは次の順序で情報をチェックします。

1 ドメイン名をチェックします。

2 LDAPルーティングクエリーをチェックします。
3 SMTPルートをチェックします。
4 DNSルックアップを実行します（MXルックアップ、Aルックアップの順に実行）。

ドメインに LDAPルーティングクエリーまたは SMTPルートが設定されていない場合、前の状態
の結果は次のステージに渡されます。SMTPルートが存在しない場合は、DNSルックアップが実
行されます。

SMTPコールアヘッドクエリーの代わりにLDAPルーティングクエリーを使用するときに、SMTP
ルートも設定されている場合、ルーティング動作は、ルーティングクエリーから返される値に

よって異なります。

• LDAPルーティングクエリーからポートなしで 1つのホスト名が返された場合、SMTPコー
ルアヘッドクエリーは SMTPルートを適用します。SMTPルートがホスト名として宛先ホス
トだけ指定した場合、SMTPサーバの IPアドレスを取得するように、DNSルックアップが
実行されます。

• LDAPルーティングクエリーからポートと共に 1つのホスト名が返された場合、その SMTP
ルートが使用されますが、SMTPルートでポートが指定されていても、LDAPクエリーによっ
て返されたポートが使用されます。SMTPルートがホスト名として宛先ホストだけ指定した
場合、SMTPサーバの IPアドレスを取得するように、DNSルックアップが実行されます。

• LDAPルーティングクエリーからポートと共に、またはポートなしで複数のホストが返され
た場合、SMTPルートが適用されますが、SMTPルートでポートが指定されていても、LDAP
ルーティングクエリーによって返されたポートが使用されます。SMTPルートがホスト名と
して宛先ホストだけ指定した場合、SMTPサーバの IPアドレスを取得するように、DNSルッ
クアップが実行されます。

特定のユーザまたはグループの SMTP コールアヘッド検
証のバイパス

リスナーで SMTPコールアヘッド検証をイネーブルにしたまま、特定のユーザまたはユーザグ
ループに対して SMTPコールアヘッド検証を省略する必要がある場合があります。
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SMTPコールアヘッドクエリー中にメールを遅延させてはならない受信者に対する SMTPコール
アヘッド検証を省略する場合です。たとえば、有効であることが明確であり、迅速な対応を必要

とするカスタマーサービスのエイリアスに RATエントリを追加できます。

SMTPコールアヘッド検証のバイパスを GUIから設定するには、RATエントリを追加または編集
するときに [SMTPコールアヘッドをバイパス（Bypass SMTP Call-Ahead）]を選択します。
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第 25 章

他の MTA との暗号化通信

この章は、次の項で構成されています。

• 他のMTAとの暗号化通信の概要, 667 ページ

• 証明書の使用, 668 ページ

• リスナー HATの TLSの有効化, 675 ページ

• 配信時の TLSおよび証明書検証の有効化, 679 ページ

• 認証局のリストの管理, 682 ページ

• HTTPSの証明書のイネーブル化, 684 ページ

他の MTA との暗号化通信の概要
エンタープライズゲートウェイ（またはメッセージ転送エージェント、つまりMTA）は通常、
インターネット上で「素性が判別している相手」と通信します。つまり、通信は暗号化されませ

ん。場合によっては、悪意のあるエージェントが、送信者または受信者に知られることなく、こ

の通信を傍受する可能性があります。通信は第三者によってモニタされる可能性や、変更される

可能性さえあります。

Transport Layer Security（TLS）はセキュアソケットレイヤ（SSL）テクノロジーを改良したバー
ジョンです。これは、インターネット上での SMTPカンバセーションの暗号化に広く使用されて
いるメカニズムです。AsyncOSでは SMTPへの STARTTLS拡張（セキュアな SMTP over TLS）が
サポートされます。詳細については、RFC3207を参照してください（これは、廃止になったRFC
2487に代わるバージョンです）。

AsyncOSの TLS実装では、暗号化によってプライバシーが確保されます。これによって、X.509
証明書および証明書認証サービスからの秘密キーをインポートしたり、アプライアンス上で使用

する自己署名証明書を作成したりできます。AsyncOSでは、パブリックリスナーおよびプライ
ベートリスナーに対する個々のTLS証明書、インターフェイス上のセキュアHTTP（HTTPS）管
理アクセス、LDAPインターフェイス、およびすべての発信 TLS接続がサポートされます。
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TLS を使用した SMTP カンバセーションの暗号化方法
TLSを使用した SMTPカンバセーションの暗号化方法

詳細（More Info）操作内容

証明書の使用, （668ページ）公認の認証局からのX.509証明
書と秘密キーを取得します。

ステップ 1

次のいずれかで証明書をインス

トールします。

•自己署名証明書の作成,（
671ページ）

•証明書のインポート, （
673ページ）

Eメールセキュリティアプラ
イアンスに証明書をインストー

ルします。

ステップ 2

•リスナーHATの TLSの有
効化, （675ページ）

•配信時の TLSおよび証明
書検証の有効化, （679
ページ）

メッセージ受信用、またはメッ

セージ配信用、またはその両方

のTLSをイネーブルにします。

ステップ 3：

認証局のリストの管理, （682
ページ）

（任意）リモートドメインか

らの証明書を検証し、ドメイン

のクレデンシャルを確立するた

めにアプライアンスが使用する

信頼できる認証局のリストをカ

スタマイズします。

ステップ 4：

要求された TLS接続が失敗し
た場合のアラートの送信,（681
ページ）

（任意）TLS接続が必要なドメ
インにメッセージを送信できな

い場合に警告を送信するようE
メールセキュリティアプライ

アンスを設定します。

ステップ 5：

証明書の使用
TLSを使用するには、Eメールセキュリティアプライアンスに対する受信および配信のための
X.509証明書および一致する秘密キーが必要です。SMTPでの受信および配信の両方には同じ証明
書を使用し、インターフェイス（LDAPインターフェイス）上でのHTTPSサービスや宛先ドメイ
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ンへのすべての発信 TLS接続には別の証明書を使用することも、それらのすべてに対して 1つの
証明書を使用することもできます。

certconfigを使用して証明書を設定した後で、Webインターフェイスの [ネットワーク（Network）]
> [証明書（Certificates）]ページおよび CLIの printコマンドを使用して証明書のリスト全体を表
示できます。printコマンドでは中間証明書が表示されないことに注意してください。

アプライアンスには TLSおよび HTTPS機能がテスト済みであることを示すデモ証明書が同梱
されますが、デモ証明書付きのサービスのいずれかをイネーブルにすることはセキュアではな

いため、通常の使用には推奨できません。デフォルトのデモ証明書が付属しているいずれかの

サービスをイネーブルにすると、CLIに警告メッセージが表示されます。

注意

署名付き証明書の導入

たとえば、マシンがドメインにないためにEメールセキュリティアプライアンスと他のマシン間
で自己署名証明書を交換できない場合、署名付き証明書を使用します。企業のセキュリティ部門

には、他にも要件が存在する場合があります。

詳細（More Info）操作内容

証明書と集中管理, （671ペー
ジ）

クラスタに導入する場合は、次

の手順に従います。

ステップ 1

自己署名証明書の作成, （671
ページ）

自己署名証明書および証明書署

名要求（CSR）を生成します。
ステップ 2

認証局への証明書署名要求

（CSR）の送信について,（672
ページ）

生成された証明書を、署名のた

めに既知の認証局に送信しま

す。

ステップ 3：

認証局によって署名された証明

書のアップロード, （673ペー
ジ）

署名付き証明書をアップロード

します。

ステップ 4：

認証局のリストの管理, （682
ページ）

証明書に署名した認証局が、信

頼できる認証局のリストにある

ことを確認します。

ステップ 5：

中間証明書, （671ページ）該当する場合、中間証明書を使

用します。

ステップ 6：
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自己署名証明書の導入

自己署名証明書は一般に、企業のファイアウォールの背後にあるアプライアンス間の通信に使用

できます。企業のセキュリティ部門には、他にも要件が存在する場合があります。

詳細（More Info）操作内容

証明書と集中管理, （671ペー
ジ）

クラスタに導入する場合は、次

の手順に従います。

ステップ 1

自己署名証明書の作成, （671
ページ）

Eメールセキュリティアプラ
イアンスから自己署名証明書を

生成します。

ステップ 2

証明書のエクスポート, （674
ページ）

自己署名証明書をエクスポート

します。

ステップ 3：

他のマシンのマニュアルを参照

してください。

自己署名証明書を、Eメールセ
キュリティアプライアンスと

通信するマシンにインポートし

ます。

ステップ 4：

他のマシンのマニュアルを参照

してください。

他のマシンから自己署名証明書

を生成し、エクスポートしま

す。

ステップ 5：

証明書のインポート,（673ペー
ジ）

または

そのマシンとの通信の設定につ

いては、このマニュアルの章を

参照してください。

たとえば、Cisco AMP Threat
Gridアプライアンスとのセキュ
アな通信を構成するには、オン

プレミスのファイル分析サーバ

の設定, （470ページ）の詳細
設定を構成する手順を参照して

ください。

自己署名証明書を別のマシンか

ら Eメールセキュリティアプ
ライアンスにインポートしま

す。

ステップ 6：
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証明書と集中管理

証明書は通常、証明書の共通名にローカルマシンのホスト名を使用します。Eメールセキュリ
ティアプライアンスがクラスタの一部である場合は、クラスタレベルでインストールできるワイ

ルドカードの証明書またはサブジェクト代替名（SAN）の証明書を除いてマシンレベルとして各
クラスタメンバの証明書をインポートする必要があります。メンバーのリスナーが別のマシンと

通信するときにクラスタが参照できるように、各クラスタメンバの証明書は、同じ証明書の名前

を使用する必要があります。

中間証明書

ルート証明書の検証に加えて、AsyncOSでは、中間証明書の検証の使用もサポートされます。中
間証明書とは信頼できるルート認証局によって発行された証明書であり、信頼の連鎖を効率的に

作成することによって、追加の証明書を作成するために使用されます。たとえば、信頼できるルー

ト認証局によって証明書を発行する権利が与えられた godaddy.comによって証明書が発行された
とします。godaddy.comによって発行された証明書では、信頼できるルート認証局の秘密キーと同
様に godaddy.comの秘密キーが検証される必要があります。

自己署名証明書の作成

次のいずれかの理由により、アプライアンスで自己署名証明書を作成する可能性があります。

•他のMTAとの SMTPカンバセーションを TLS（着信と発信カンバセーションの両方）を使
用して暗号化するため。

• HTTPSを使用して GUIにアクセスするためのアプライアンスの HTTPSサービスをイネーブ
ルにするため。

• LDAPサーバがクライアント認証を要求した場合に LDAPSのクライアント証明書として使
用するため。

•アプライアンスと Cisco AMP Threat Gridアプライアンスとのセキュアな通信を許可するた
め。

•アプライアンスと Cisco AMP Threat Gridアプライアンスとのセキュアな通信を許可するた
め。

CLIを使用して自己署名証明書を作成するには、certconfigコマンドを使用します。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]を選択します。
ステップ 2 [証明書の追加（Add Certificate）]をクリックします。
ステップ 3 [自己署名証明書の作成（Create Self-Signed Certificate）]を選択します。
ステップ 4 自己署名証明書に、次の情報を入力します。
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完全修飾ドメイン名。Common Name

組織の正確な正式名称。Organization

組織の部署名。組織

組織の本拠地がある都市。市（地名）（City (Locality)）

組織の本拠地がある州、郡、または地方。州/県（State (Province)）

組織の本拠地がある 2文字の ISO国名コード。国（Country）

証明書が期限切れになるまでの日数。失効までの期間（Duration before
expiration）

CSR用に生成する秘密キーのサイズ。2048ビットおよび 1024ビット
だけがサポートされます。

秘密キーサイズ（Private Key
Size）

ステップ 5 [Next]をクリックします。
ステップ 6 証明書の名前を入力します。デフォルトでは、前に入力された共通名が割り当てられます。

ステップ 7 この証明書を証明書署名要求（CSR）として送信するには、[証明書署名要求のダウンロード（Download
Certificate Signing Request）]をクリックして CSRを PEM形式でローカルまたはネットワークマシンに保
存します。

ステップ 8 変更を送信し、保存します。

認証局への証明書署名要求（CSR）の送信について
認証局は、IDの検証および公開キーの配布に使用されるデジタル証明書を発行する第三者機関ま
たは企業です。これによって、有効で信頼できる身元によって証明書が発行されたことがさらに

保証されます。証明書および秘密キーは認識されている認証局から購入できます。シスコでは、

サービスの重複を推奨しません。

Eメールセキュリティアプライアンスでは、自己署名証明書を作成して、公開証明書を取得する
ために認証局に送信する証明書署名要求（CSR）を生成できます。認証局は、秘密キーによって
署名された信頼できる公開証明書を返送します。Webインターフェイスの [ネットワーク
（Network）] > [証明書（Certificates）]ページまたは CLIの certconfigコマンドを使用して自己署
名証明書を作成し、CSRを生成して、信頼できる公開証明書をインストールします。

初めて証明書を取得または作成する場合は、インターネットで「certificate authority services SSL
ServerCertificates（SSLサーバ証明書を提供している認証局）」を検索して、お客様の環境のニー
ズに最も適したサービスを選択してください。サービスの手順に従って、証明書を取得します。
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次の作業

署名付き証明書の導入, （669ページ）を参照してください。

認証局によって署名された証明書のアップロード

認証局から秘密キーで署名された信頼できる公開証明書が返されたら、証明書をアプライアンス

にアップロードします。

パブリックリスナーまたはプライベートリスナー、IPインターフェイスの HTTPSサービス、
LDAPインターフェイス、または宛先ドメインへのすべての発信 TLS接続に証明書を使用できま
す。

ステップ 1 受信した信頼できる公開証明書が PEM形式であるか、またはアプライアンスにアップロードする前に
PEMを使用するように変換できる形式であることを確認します。（変換ツールはhttp://www.openssl.orgの
無料のソフトウェア OpenSSLに含まれています）。

ステップ 2 署名付き証明書をアプライアンスにアップロードします。

証明書を認証局からアップロードすると、既存の自己署名証明書が上書きされま

す。

（注）

a) [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]を選択します。
b) 署名のために認証局に送信した証明書の名前をクリックします。
c) ローカルマシンまたはネットワークボリューム上のファイルへのパスを入力します。

ステップ 3 自己署名証明書に関連する中間証明書をアップロードすることもできます。

次の作業

関連項目

•署名付き証明書の導入, （669ページ）

証明書のインポート

AsyncOSでは、アプライアンスで使用するために、PKCS#12形式で保存された証明書を他のマシ
ンからインポートすることもできます。

CLIを使用して証明書をインポートするには、certconfigコマンドを使用します。
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署名付き証明書を導入する場合、この手順を使用して署名付き証明書をインポートしないでく

ださい。代わりに、認証局によって署名された証明書のアップロード, （673ページ）を参照
してください。

（注）

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]を選択します。
ステップ 2 [証明書の追加（Add Certificate）]をクリックします。
ステップ 3 [証明書のインポート（Import Certificate）]オプションを選択します。
ステップ 4 ネットワーク上またはローカルマシンの証明書ファイルへのパスを入力します。

ステップ 5 ファイルのパスフレーズを入力します。

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックして証明書の情報を表示します。
ステップ 7 証明書の名前を入力します。

AsyncOSのデフォルトでは、共通の名前が割り当てられます。

ステップ 8 変更を送信し、保存します。

次の作業

•自己署名証明書を導入する場合は、自己署名証明書の導入,（670ページ）を参照してくださ
い。

証明書のエクスポート

AsyncOSでは、証明書をエクスポートし、PKCS #12形式で保存することも可能です。
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署名付き証明書を導入する場合、この手順を使用して証明書署名要求（CSR）を生成しないで
ください。代わりに、署名付き証明書の導入, （669ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]ページに移動します。
ステップ 2 [証明書のエクスポート（Export Certificate）]をクリックします。
ステップ 3 エクスポートする証明書を選択します。

ステップ 4 証明書のファイル名を入力します。

ステップ 5 証明書ファイルのパスフレーズを入力して確認します。

ステップ 6 [エクスポート（Export）]をクリックします。
ステップ 7 ファイルをローカルマシンまたはネットワークマシンに保存します。

ステップ 8 さらに証明書をエクスポートするか、または [キャンセル（Cancel）]をクリックして [ネットワーク
（Network）] > [証明書（Certificates）]ページに戻ります。

次の作業

•自己署名証明書を導入する場合は、自己署名証明書の導入,（670ページ）を参照してくださ
い。

リスナー HAT の TLS の有効化
暗号化が必要なリスナーに対して TLSをイネーブルにする必要があります。インターネットに対
するリスナー（つまり、パブリックリスナー）にはTLSをイネーブルにしますが、内部システム
のリスナー（つまり、プライベートリスナー）には必要ありません。また、すべてのリスナーに

対して暗号化をイネーブルにすることもできます。

リスナーの TLSに次の設定を指定できます。

リスナーの TLS設定

意味TLS 設
定

TLSでは着信接続を行えません。リ
スナーに対する接続では、暗号化さ

れたSMTPカンバセーションは必要
ありません。これは、アプライアン

ス上で設定されるすべてのリスナー

に対するデフォルト設定です。

1.なし
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意味TLS 設
定

TLSでMTAからのリスナーへの着
信接続が可能です。

2.Preferred

TLSでMTAからリスナーへの着信
接続が可能です。また、STARTTLSコ

マンドを受信するまでアプライアン

スは NOOP、EHLO、または QUIT以外の

すべてのコマンドに対してエラー

メッセージで応答します。この動作

は RFC 3207によって指定されてい
ます。RFC 3207では、Secure SMTP
over Transport Layer Securityの SMTP
サービス拡張が規定されています。

TLSが「必要」であることは、送信
側で TLSの暗号化を行わない電子
メールが、送信前にアプライアンス

によって拒否されることを意味し、

このため、暗号化されずにクリアテ

キストで転送されることが回避され

ます。

3.必須

（Required）

デフォルトでは、プライベートリスナーとパブリックリスナーのどちらも TLS接続を許可しま
せん。電子メールの着信（受信）または発信（送信）の TLSをイネーブルにするには、リスナー
のHATのTLSをイネーブルにする必要があります。また、プライベートリスナーおよびパブリッ
クリスナーのすべてのデフォルトメールフローポリシー設定で tls設定が「off」になっていま
す。

リスナーの作成時に、個々のパブリックリスナーにTLS接続の専用の証明書を割り当てることが
できます。詳細については、Webインターフェイスを使用してリスナーを作成することによる接
続要求のリスニング, （86ページ）を参照してください。
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GUI を使用したパブリックまたはプライベートのリスナーへの TLS 接
続のための証明書の割り当て

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ページに移動します。
ステップ 2 編集するリスナーの名前をクリックします。

ステップ 3 [証明書（Certificate）]フィールドから、証明書を選択します。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

CLI を使用したパブリックまたはプライベートのリスナーへの TLS 接
続のための証明書の割り当て

ステップ 1 listenerconfig -> editコマンドを使用して、設定するリスナーを選択します。

ステップ 2 certificateコマンドを使用して、使用できる証明書を表示します。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、リスナーを割り当てる証明書を選択します。

ステップ 4 リスナーの設定が完了したら、commitコマンドを発行して、変更をイネーブルにします。

ログ

TLSが必要であるにもかかわらず、リスナーで使用できない場合は、Eメールセキュリティアプ
ライアンスがメールログインスタンスに書き込みます。次の条件のいずれかを満たす場合、メー

ルログが更新されます。

•リスナーに対して TLSが「必須（required）」と設定されている。

• Eメールセキュリティアプライアンスは、「STARTTLSコマンドを最初に発行（Must issue
a STARTTLS command first）」コマンドを送信した。

•正常な受信者が受信せずに接続が終了した。

TLS接続が失敗した理由に関する情報がメールログに記録されます。
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GUI の例：リスナーの HAT の TLS 設定の変更

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）]ページに移動します。
ステップ 2 変更するポリシーを持つリスナーを選択し、編集するポリシーの名前へのリンクをクリックします。（デ

フォルトポリシーパラメータも編集可能）。

ステップ 3 [暗号化と認証（Encryption andAuthentication）]セクションの [TLS:]フィールドで、リスナーに必要なTLS
のレベルを選択します。

ステップ 4 変更の送信と保存

選択した TLS設定が反映されてリスナーのメールフローポリシーが更新されます

CLI の例：リスナーの HAT の TLS 設定の変更

ステップ 1 listenerconfig -> editコマンドを使用して、設定するリスナーを選択します。

ステップ 2 リスナーのデフォルトの HAT設定を編集するには、hostaccess -> defaultコマンドを使用します。

ステップ 3 次の質問が表示されたら、次の選択肢のいずれかを入力して TLS設定を変更します。
Do you want to allow encrypted TLS connections?

1. No

2. Preferred

3. Required

[1]> 3

You have chosen to enable TLS. Please use the 'certconfig' command to

ensure that there is a valid certificate configured.

ステップ 4 この例では、リスナーで使用できる有効な証明書があるかどうかを確認するために certconfigコマンド

を使用するかどうかを質問しています。証明書を作成していない場合、リスナーではアプライアンスにあ

らかじめインストールされているデモ証明書を使用します。テスト目的でデモ証明書でTLSをイネーブル
にすることはできますが、セキュアではないため、通常の使用には推奨できません。リスナーに証明書を

割り当てるには、listenerconfig -> edit -> certificateコマンドを使用します。TLSを設定すると、
CLIでリスナーの概要に設定が反映されます。
Name: Inboundmail

Type: Public

Interface: PublicNet (192.168.2.1/24) TCP Port 25
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Protocol: SMTP

Default Domain:

Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50)

Domain map: disabled

TLS: Required

ステップ 5 変更をイネーブルにするには、commitコマンドを発行します

配信時の TLS および証明書検証の有効化
[送信先コントロール（Destination Controls）]ページまたは destconfigコマンドを使用すると、

TLSをイネーブルにして、特定のドメインに電子メールを配信するように要求できます。

TLSだけでなく、ドメインのサーバ証明書の検証も要求できます。このドメイン証明書は、ドメ
インのクレデンシャルを確立するために使用されるデジタル証明書に基づいています。証明プロ

セスには次の 2つの要件が含まれます。

•信頼できる認証局（CA）によって発行された証明書で終わる SMTPセッションの証明書発
行者のチェーン。

•受信マシンの DNS名またはメッセージの宛先ドメインのいずれかと一致する証明書に表示
された Common Name（CN）。

または

メッセージの宛先ドメインが、証明書のサブジェクト代替名（subjectAltName）の拡張のDNS
名のいずれかと一致している（RFC 2459を参照）。この一致では、RFC 2818のセクション
3.1で説明されているワイルドカードがサポートされます。

信頼できる CAは、IDの検証および公開キーの配布に使用されるデジタル証明書を発行する、第
三者機関または企業です。これによって、有効で信頼できる身元によって証明書が発行されたこ

とがさらに保証されます。

エンベロープ暗号化の代わりに TLS接続を介してドメインにメッセージを送信するように 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、「Cisco電子メール暗号化」
の章を参照してください。

すべての発信 TLS接続に対してアプライアンスで使用する証明書を指定できます。証明書を指定
するには、[送信先コントロール（Destination Controls）]ページの [グローバル設定の編集（Edit
Global Settings）]をクリックするか、または CLIで destconfig -> setupを使用します。証明書は

ドメインごとの設定ではなく、グローバル設定です。

[送信先コントロール（DestinationControls）]ページまたは destconfigコマンドを使用してドメイ

ンを含める場合、指定されたドメインの TLSに 5つの異なる設定を指定できます。TLSのエン
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コードにドメインとの交換が必須であるか、または推奨されるかの指定に加えて、ドメインの検

証が必要かどうかも指定できます。設定の説明については、次の表を参照してください。

表 49：配信の TLS 設定

意味TLS 設定

デフォルトの TLS設定では、リスナーからドメインのMTAへの発信接続に [送
信先コントロール（Destination Controls）]ページまたは destconfig -> default

サブコマンドを使用するように設定されています。

質問の "Do you wish to apply a specific TLS setting for this domain?"に対して "no"と
回答すると、値の "Default"が設定されます。

デフォルト

インターフェイスからドメインのMTAへの発信接続には、TLSがネゴシエート
されません。

1.なし

EメールセキュリティアプライアンスインターフェイスからドメインのMTA
に対して TLSがネゴシエートされます。ただし、（220応答を受信する前に）
TLSネゴシエーションに失敗すると、SMTPトランザクションは「クリアな」
（暗号化されない）ままです。証明書が信頼できる認証局によって発行された場

合、検証は行われません。220応答を受信した後にエラーが発生した場合、SMTP
トランザクションはクリアテキストにフォールバックされません。

2.Preferred

EメールセキュリティアプライアンスインターフェイスからドメインのMTA
に対して TLSがネゴシエートされます。ドメインの証明書の検証は行われませ
ん。ネゴシエーションに失敗すると、電子メールはその接続を介して送信されま

せん。ネゴシエーションに成功すると、暗号化されたセッションを経由して電子

メールが配信されます。

3.必須
（Required）

EメールセキュリティアプライアンスからドメインのMTAへの TLSがネゴシ
エートされます。アプライアンスはドメインの証明書の検証を試行します。

次の 3つの結果が考えられます。

• TLSがネゴシエートされ、証明書が検証される。暗号化されたセッションに
よってメールが配信される。

• TLSがネゴシエートされるものの、証明書は検証されない。暗号化された
セッションによってメールが配信される。

• TLS接続が確立されず、証明書は検証されない。電子メールメッセージが
プレーンテキストで配信される。

4.Preferred
(Verify)

グッドネイバーテーブルに指定された受信者ドメインの指定されたエントリがない場合、または

指定されたエントリが存在するものの、そのエントリに対して指定された TLS設定が存在しない
場合、[送信先コントロール（Destination Controls）]ページまたは destconfig -> defaultサブコ
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マンド（"No"、"Preferred"、"Required"、"Preferred (Verify)"、または "Required (Verify)"）を使用し
て動作を設定する必要があります。

要求された TLS 接続が失敗した場合のアラートの送信
TLS接続が必要なドメインにメッセージを配信する際に TLSネゴシエーションが失敗した場合、
Eメールセキュリティアプライアンスがアラートを送信するかどうかを指定できます。アラート
メッセージには失敗した TLSネゴシエーションの宛先ドメイン名が含まれます。Eメールセキュ
リティアプライアンスは、システムアラートのタイプの警告重大度レベルアラートを受信する

よう設定されたすべての受信者にアラートメッセージを送信します。GUIの[システム管理（System
Administration）] > [アラート（Alerts）]ページ（または CLIの alertconfigコマンド）を使用して
アラートの受信者を管理できます。

TLS 接続アラートの有効化

ステップ 1 メールポリシーの [送信先コントロール（Destination Controls）]ページに移動します。
ステップ 2 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [必要な TLS接続に失敗した場合にアラートを送信：（Send an alert when a required TLS connection fails:）]

の [有効（Enable）]をクリックします。
これは、ドメイン単位ではなく、グローバルな設定です。アプライアンスが配信を試行したメッセージの

情報については、[モニタ（Monitor）] > [メッセージトラッキング（MessageTracking）]ページまたはメー
ルログを使用します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

これはコマンドラインインターフェイスでも構成できます。CLIで destconfig -> setupコマンドを
使用して TLS接続アラートを有効化します。

ログ

ドメインにTLSが必要であるにもかかわらず、使用できない場合は、Eメールセキュリティアプ
ライアンスがメールログインスタンスに書き込みます。TLS接続を使用できなかった理由も記載
されています。次の条件のいずれかを満たす場合、メールログが更新されます。

•リモートMTAで ESMTPがサポートされない（たとえば、Eメールセキュリティアプライ
アンスからの EHLOコマンドが理解できない）。

•リモートMTAで ESMTPがサポートされるものの、「STARTTLS」が EHLO応答でアドバ
タイズされる拡張のリストにない。
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•リモートMTAで「STARTTLS」拡張がアドバタイズされたものの、Eメールセキュリティ
アプライアンスで STARTTLSコマンドを送信した際にエラーが返される。

認証局のリストの管理
アプライアンスは、リモートドメインからの証明書の検証にはドメインのクレデンシャルを確立

するために使用する保存された信頼できる認証局を使用します。次の信頼できる認証局を使用す

るようにアプライアンスを設定できます。

•プレインストールされたリスト。アプライアンスには信頼できる認証局のリストがあらかじ
めインストールされています。これは、システムリストと呼ばれます。

•ユーザ定義のリスト。信頼できる認証局のリストをカスタマイズし、アプライアンスにリス
トをインポートできます。

システムリストまたはカスタマイズされたリストのいずれか、または両方のリストを使って、リ

モートドメインからの証明書を検証できます。

GUIの [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）] > [認証局の編集（Edit Certificate
Authorities）]ページまたは CLIの certconfig > certauthorityコマンドを使用してリストします。

[ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）] > [認証局の編集（Edit CertificateAuthorities）]
ページで、次のタスクを実行できます。

•認証局のシステムリスト（インストール済み）を参照します。詳細については、プレインス
トールされた認証局リストの参照, （682ページ）を参照してください。

•システムリストを使用するかどうかを選択します。システムリストはイネーブルまたはディ
セーブルにできます。詳細については、システム認証局リストの無効化,（683ページ）を参
照してください。

•カスタム認証局リストを使用するかどうかを選択します。カスタムリストを使用して、テキ
ストファイルからリストをインポートするようにアプライアンスをイネーブルにできます。

詳細については、カスタム認証局リストのインポート,（683ページ）を参照してください。

•ファイルに、認証局のリストをエクスポートします。テキストファイルに、認証局のシステ
ムリストまたはカスタムリストをエクスポートできます。詳細については、認証局リスト

のエクスポート, （683ページ）を参照してください。

プレインストールされた認証局リストの参照

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]ページに移動します。
ステップ 2 [認証局（Certificate Authorities）]セクションで、[設定を編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [システム認証局を表示（View System Certificate Authorities）]をクリックします。
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システム認証局リストの無効化

プレインストールされたシステム認証局リストはアプライアンスから削除できませんが、イネー

ブルまたはディセーブルにできます。アプライアンスがリモートホストからの証明書を確認する

ためにカスタムリストのみを使用することをディセーブルにすることがあります。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]ページに移動します。
ステップ 2 [認証局（Certificate Authorities）]セクションで、[設定を編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [システムリスト（System List）]で [ディセーブル（Disable）]をクリックします。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

カスタム認証局リストのインポート

信頼できる認証局のカスタムリストを作成して、アプライアンスにインポートできます。ファイ

ルは PEM形式にして、アプライアンスで信頼する認証局の証明書が含まれている必要がありま
す。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]ページに移動します。
ステップ 2 [認証局（Certificate Authorities）]セクションで、[設定を編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [カスタムリスト（Custom List）]の [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 4 ローカルマシンまたはネットワークマシンのカスタムリストへのフルパスを入力します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

認証局リストのエクスポート

システム内の信頼できる認証局のサブセットのみを使用するか、既存のカスタムリストの編集を

行う場合、リストを .txtファイルにエクスポートして、認証局を追加または削除するように編集
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できます。リストの編集が完了したら、ファイルをカスタムリストとしてアプライアンスにイン

ポートします。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）]ページに移動します。
ステップ 2 [認証局（Certificate Authorities）]セクションで、[設定を編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [リストのエクスポート（Export List）]をクリックします。

[認証局リストのエクスポート（Export Certificate Authority List）]ページが表示されます。

ステップ 4 自分がエクスポートするリストを選択します。

ステップ 5 リストのファイル名を入力します。

ステップ 6 [エクスポート（Export）]をクリックします。
AsyncOSでは、.txtファイルとしてリストを開くか、または保存するかを確認するダイアログボックスが
表示されます。

HTTPS の証明書のイネーブル化
GUIの [ネットワーク（Network）] > [IPインターフェイス（IP Interfaces）]ページまたは CLIの
interfaceconfigコマンドのいずれかを使用して、IPインターフェイスで HTTPSサービスの証明書
をイネーブルにできます。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [IPインターフェイス（IP Interfaces）]ページに移動します。
ステップ 2 HTTPSサービスを有効化するインターフェイスを選択します。
ステップ 3 [アプライアンス管理（Appliance Management）]で、[HTTPS]チェックボックスをオンにし、ポート番号

を入力します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

アプライアンスにあらかじめインストールされているデモ証明書。テスト目的でデモ証明書で

HTTPSサービスをイネーブルにすることはできますが、セキュアではないため、通常の使用
には推奨できません。

GUIのシステム設定ウィザードを使用して HTTPSサービスをイネーブルにできます。詳細に
ついては、セットアップおよび設置, （21ページ）を参照してください。

（注）
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第 26 章

ルーティングおよび配信機能の設定

この章は、次の項で構成されています。

• ローカルドメインの電子メールのルーティング, 685 ページ

• アドレスの書き換え, 691 ページ

• エイリアステーブルの作成, 692 ページ

• マスカレードの構成, 699 ページ

• ドメインマップ機能, 709 ページ

• バウンスした電子メールの処理, 715 ページ

• 宛先制御による電子メール配信の管理, 724 ページ

• バウンス検証, 734 ページ

• 電子メール配信パラメータの設定, 738 ページ

• Virtual Gateway™テクノロジーを使用してすべてのホストされたドメインでの構成のメール
ゲートウェイ, 741 ページ

• グローバル配信停止機能の使用, 750 ページ

• 確認：電子メールパイプライン, 753 ページ

ローカルドメインの電子メールのルーティング
電子メールを受信するためのゲートウェイの設定, （79ページ）では、エンタープライズゲート
ウェイ設定に対してSMTP接続を提供するようにプライベートリスナーとパブリックリスナーを
カスタマイズしました。これらのリスナーは、特定の接続を処理したり（HAT変更経由）、特定
ドメインのメールを受信したり（パブリックリスナーの RAT変更経由）するようにカスタマイ
ズされています。
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アプライアンスでは、メールをローカルドメイン経由で、[ネットワーク（Network）] > [SMTP
ルート（SMTP Routes）]ページ（または smtproutesコマンド）を使用して指定されたホストに

ルーティングします。この機能は、sendmailの mailertable機能に似ています。

GUIでシステムセットアップウィザード（またはコマンドラインインターフェイスで
systemsetupコマンド）を実行し（「セットアップとインストール」の章を参照）、変更内容

を確定した場合、そのときに入力した RATエントリごとに、アプライアンスで最初の SMTP
ルートエントリが定義されています。

（注）

SMTP ルートの概要
SMTPルートを使用すると、特定ドメインのすべての電子メールを別のMail eXchange（MX;メー
ル交換）ホストへリダイレクトできます。たとえば、example.comから groupware.example.comへ

のマッピングを作成できます。このマッピングにより、エンベロープ受信者アドレスに@example.com

が含まれる電子メールは、代わりに groupware.example.comに転送されます。システムは、通常の
電子メール配信のように、groupware.example.comで「MX」ルックアップを実行し、次にホスト
で「A」ルックアップを実行します。この代替MXホストは、DNSのMXレコードにリストされ
ている必要はなく、電子メールがリダイレクトされているドメインのメンバである必要もありま

せん。AsyncOSオペレーティングシステムでは、アプライアンスで最大 4万の SMTPルートマッ
ピングを設定できます。（SMTPルートの制限, （688ページ）を参照）。

この機能を使用すると、ホストを「ひとかたまりにする」ことができます。.example.comなどの

部分ドメインを指定すると、example.comで終わるすべてのドメインがエントリに一致します。た

とえば、fred@foo.example.comと wilma@bar.example.comは、両方ともマッピングに一致します。

SMTPルートテーブルにホストがない場合は、DNSを使用してMXルックアップが実行されま
す。結果は、SMTPルートテーブルに対して再チェックされません。foo.domainのDNSMXエン
トリが bar.domainの場合、foo.domainに送信されるすべての電子メールが bar.domainに配信され

ます。bar.domainから他のホストへのマッピングを作成した場合、foo.domainへ送信される電子

メールは影響を受けません。

つまり、再帰的なエントリは続きません。a.domainから b.domainにリダイレクトされるエントリ

があり、b.domainから a.domainにリダイレクトされるエントリがその後にある場合、メールの

ループは作成されません。この場合、a.domainに送信される電子メールは、b.domainで指定され

たMXホストに配信されます。反対に、b.domainに送信される電子メールは、a.domainで指定さ

れたMXホストに配信されます。

すべての電子メール配信で、SMTPルートテーブルは、上から順に読み取られます。マッピング
と一致する最も具体的なエントリが選択されます。たとえば、SMTPルートテーブルで
host1.example.comと .example.comの両方についてマッピングがある場合は、host1.example.com

のエントリが使用されます。これは、具体的ではない .example.comエントリの後に出現した場合

であっても、このエントリの方が具体的なエントリであるためです。そうでない場合は、エンベ

ロープ受信者のドメインで通常のMXルックアップが実行されます。
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デフォルトの SMTP ルート
特殊キーワードの ALLを使用して、デフォルト SMTPルートを定義することもできます。ドメイ
ンが SMTPルートリストで前のマッピングと一致しない場合のデフォルトは、ALLエントリで指

定されたMXホストにリダイレクトされます。

SMTPルートエントリを印刷する場合、デフォルトの SMTPルートは ALL:として一覧表示されま

す。デフォルトの SMTPルートは削除できません。入力した値をクリアすることのみ可能です。

デフォルトの SMTPルートを設定するには、[ネットワーク（Network）] > [SMTPルート（SMTP
Routes）]ページまたは smtproutesコマンドを使用します。

SMTP ルートの定義
ルートを構築するには、[ネットワーク（Network）] > [SMTPルート（SMTP Routes）]ページ（ま
たは smtproutesコマンド）を使用します。新しいルートを作成するには、まず、永続的なルート

を作成するドメインまたはドメインの一部を指定する必要があります。次に、宛先ホストを指定

します。宛先ホストは、完全修飾ホスト名として入力することも、IPアドレスとして入力するこ
ともできます。IPアドレスは、インターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）またはバージョ
ン 6（IPv6）を指定できます。

IPv6アドレスの場合、AsyncOSは次の形式をサポートします。

• 2620:101:2004:4202::0-2620:101:2004:4202::ff

• 2620:101:2004:4202::

• 2620:101:2004:4202::23

• 2620:101:2004:4202::/64

エントリと一致するメッセージをドロップするために、特殊な宛先ホスト /dev/nullを指定する

こともできます（つまり、デフォルトルートに /dev/nullを指定することで、アプライアンスで

受信されたメールが配信されないようにすることができます）。

受信側のドメインに複数の宛先ホストを設定できます。MXレコードと同様に、それぞれの宛先
ホストにはプライオリティ番号が割り当てられています。最低番号が割り当てられた宛先ホスト

は、受信側ドメインのプライマリ宛先ホストであることを示します。一覧にある他の宛先ホスト

は、バックアップとして使用されます。

プライオリティが同じ宛先は、「ラウンドロビン」方式で使用されます。ラウンドロビン処理は、

SMTP接続に基づいていて、必ずしもメッセージに基づくものではありません。また、1つ以上の
宛先ホストが応答しない場合は、到達可能ないずれかのホストにメッセージが配信されます。設

定されているすべての宛先ホストが応答しない場合、メールは受信側ドメインのキューに入れら

れ、宛先ホストへの配信が後で試みられます。（MXレコードの使用へのフェールオーバーは行
われません）。

CLIで smtproutesコマンドを使用してルートを構築するときは、ホスト名または IPアドレスに続
けて /pri=とその後にプライオリティを割り当てるための整数 0～ 65535（0は最高のプライオリ

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
687

ルーティングおよび配信機能の設定

デフォルトの SMTP ルート



ティ）を使用して、各宛先ホストにプライオリティを設定できます。たとえば、

host1.example.com/pri=0 のプライオリティは、host2.example.com/pri=10よりも高くなります。

Separate multiple addresses with commas.

SMTP ルートの制限
ルートは、最大40,000個定義できます。ALLによる最終的なデフォルトルートは、この制限に含
まれます。したがって、39,999個までのカスタムルートと、特別なキーワードであるALLを使用
する 1つのルートを定義できます。

SMTP ルートと DNS
特殊なキーワードUSEDNSを使用すると、特定ドメインの次のホップを決定するMXルックアッ
プがアプライアンスで実行されます。これは、サブドメイン宛のメールを特定ホストへルーティ

ングする必要があるときに便利です。たとえば、example.comへのメールが企業の Exchangeサー
バに送信されることになっている場合、次のような SMTPルートになっていることがあります。

example.com exchange.example.com

ただし、さまざまなサブドメイン（foo.example.com）宛のメールの場合は、次のようなSMTPルー
トを追加します。

.example.com USEDNS

SMTP ルートおよびアラート
[システム管理（System Administration）] > [アラート（Alerts）]ページ（または alertconfigコマン
ド）で指定されたアドレスにアプライアンスから送信されたアラートは、これらの宛先に対して

定義された SMTPルートに従います。

SMTP ルート、メール配信、およびメッセージ分裂
着信：1つのメッセージに 10人の受信者がいて、全員が同じ Exchangeサーバに属する場合、
AsyncOSではTCP接続を1つ開き、メールストアには10の別々のメッセージではなく、メッセー
ジを 1つのみ配置します。

発信：動作は同様ですが、1つのメッセージが 10の異なるドメインの 10人の受信者に送信され
る場合、AsyncOSでは 10のMTAに対する 10の接続を開き、それぞれ 1つの電子メールを配信
します。

分裂：1つの着信メッセージに 10人の受信者がいて、全員が別々の着信ポリシーグループ（10
グループ）に属する場合、10人の受信者全員が同じExchangeサーバに属していても、メッセージ
は分裂されます。つまり、10の別々の電子メールが 1つの TCP接続で配信されます。
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SMTP ルートと発信 SMTP 認証
発信SMTP認証プロファイルが作成されたら、SMTPルートに適用できます。これによって、ネッ
トワークエッジにあるメールリレーサーバの背後にアプライアンスが配置されている場合に、

発信メールを認証できます。発信 SMTP認証の詳細については、発信 SMTP認証, （799ページ）
を参照してください。

GUI を使用した発信電子メール送信の SMTP ルート管理
アプライアンスのSMTPルートを管理するには、[ネットワーク（Network）]>[SMTPルート（SMTP
Routes）]ページを使用します。テーブルでマッピングの追加、変更、および削除ができます。
SMTPルートエントリをエクスポートまたはインポートすることができます。

SMTP ルートの追加

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [SMTPルート（SMTP Routes）]ページの [ルートを追加（Add Route）]をク
リックします。

ステップ 2 受信ドメインを入力します。ここには、ホスト名、ドメイン、IPv4アドレス、または IPv6アドレスを指
定できます。

ステップ 3 宛先ホストを入力します。ここには、ホスト名、IPv4アドレス、または IPv6アドレスを指定できます。
複数の宛先ホストを追加するには、[行の追加（Add Row）]をクリックし、新しい行に次の宛先ホストを
入力します。

ポート番号を指定するには、宛先ホストに「:<port number>」を追加します（例：
example.com:25）。

（注）

ステップ 4 複数の宛先ホストを追加する場合は、0～ 65535の整数を入力してホストのプライオリティを割り当てま
す。0が最も高いプライオリティです。詳細については、SMTPルートの定義, （687ページ）を参照して
ください。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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SMTP ルートのエクスポート
ホストアクセステーブル（HAT）および受信者アクセステーブル（RAT）の場合と同様に、ファ
イルをエクスポートおよびインポートして SMTPルートマッピングを変更することもできます。
SMTPルートをエクスポートするには、次の手順に従います。

ステップ 1 [SMTPルート（SMTP Routes）]ページの [SMTPルートをエクスポート（Export SMTP Routes）]をクリッ
クします。

ステップ 2 ファイルの名前を入力し、[送信（Submit）]をクリックします。

SMTP ルートのインポート
ホストアクセステーブル（HAT）および受信者アクセステーブル（RAT）の場合と同様に、ファ
イルをエクスポートおよびインポートして SMTPルートマッピングを変更することもできます。
SMTPルートをインポートするには、次の手順に従います。

ステップ 1 [SMTPルート（SMTP Routes）]ページの [SMTPルートをインポート（Import SMTP Routes）]をクリック
します。

ステップ 2 エクスポートされた SMTPルートが含まれているファイルを選択します。
ステップ 3 [送信（Submit）]をクリックします。インポートにより、既存の SMTPルートがすべて置き換えられるこ

とが警告されます。テキストファイル内のすべての SMTPルートがインポートされます。
ステップ 4 [インポート（Import）]をクリックします。

ファイル内に「コメント」を配置できます。文字「#」で始まる行はコメントと見なされ、AsyncOSによっ
て無視されます。次に例を示します。

# this is a comment, but the next line is not

ALL:
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次の作業

この時点で、電子メールゲートウェイの設定は次のようになります。

図 46：パブリックリスナー用に定義された SMTP ルート

アドレスの書き換え
AsyncOSでは、電子メールパイプラインでエンベロープ送信者および受信者のアドレスを書き換
える方法が複数あります。アドレスの書き換えは、たとえばパートナードメインに送信された

メールをリダイレクトする場合や、社内インフラストラクチャを隠す（マスクする）場合に使用

できます。

次の表に、送信者および受信者の電子メールアドレスを書き換えるために使用される各種機能の

概要を示します。
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表 50：アドレスの書き換え方法

作業対象機能変更後元のアドレス

•エンベロープ受信者のみ

•グローバルに適用

•エイリアスを電子メール
アドレスまたは他のエイ

リアスにマッピング

エイリアステーブル（エイ

リアステーブルの作成, （
692ページ）を参照）

user@domain*@anydomain

•エンベロープ受信者のみ

•リスナーごとに適用

ドメインマッピング（ドメ

インマップ機能, （709
ページ）を参照）

*@newdomain*@olddomain

•エンベロープ送信者、お
よび To:、From:、また
は CC:ヘッダー

•リスナーごとに適用

マスカレード（マスカレー

ドの構成,（699ページ）を
参照）

*@newdomain*@olddomain

エイリアステーブルの作成
エイリアステーブルを使用すると、1人または複数の受信者にメッセージをリダイレクトできま
す。エイリアスからユーザ名や他のエイリアスへのマッピングテーブルは、一部の UNIXシステ
ムで sendmailコンフィギュレーションの /etc/mail/aliases機能と同様の方法で作成できます。

リスナーが受信した電子メールのエンベロープ受信者（Envelope Toまたは RCPT TOとも呼ばれま

す）がエイリアステーブルで定義されているエイリアスと一致すると、電子メールのエンベロー

プ受信者アドレスが書き換えられます。

RATチェックの後からメッセージフィルタの前までに、リスナーはエイリアステーブルを
チェックし、受信者を変更します。「電子メールパイプラインについて」の章を参照してく

ださい。

（注）

エイリアステーブル機能により、電子メールのエンベロープ受信者が実際に書き換えられま

す。これは、電子メールのエンベロープ受信者を書き換えず、電子メールを指定されたドメイ

ンに再ルーティングするだけの smtproutesコマンド（バウンスした電子メールの処理, （715
ページ）を参照）とは異なります。

（注）
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コマンドラインによるエイリアステーブルの設定

エイリアステーブルはセクションで定義します。各セクションの先頭にはドメインコンテキスト

（そのセクションに関連するドメインのリスト）があり、その後にマップのリストが続きます。

ドメインコンテキストは、1つ以上のドメインまたは部分ドメインのリストです。カンマで区切
り、角カッコ（「[」および「]」）で囲みます。ドメインは、文字、数字、ハイフン、およびピリ
オドで構成される文字列です（RFC1035、セクション2.3.1の「優先される名前構文」を参照）。
部分ドメイン（.example.comなど）は、ピリオドで始まるドメインです。部分ドメインに一致す
るサブ文字列で終わるようなすべてのドメインは、一致であると見なされます。たとえば、ドメ

インコンテキスト .example.comは、mars.example.comおよび venus.example.comと一致します。

ドメインコンテキストの後には、マップ（エイリアスと受信者リスト）のリストがあります。

マップは、次のように構成されます。

表 51：エイリアステーブルの構文

右辺（RHS）区切り文字左辺（LHS）

1つ以上の受信者アドレスまたはエイリア
スのリスト

コロン文字「:」一致する 1つ以上のエイリア
スのリスト

左辺のエイリアスでは、次の形式を使用できます。

一致するエイリアスを指定します。先行する「ドメイン」属性がテー

ブルで指定されている必要があります。このパラメータがないと、エ

ラーになります。

username

一致する正確な電子メールアドレスを指定します。user@domain

左辺 1行あたり複数のエイリアスをカンマで区切って入力できます。

右辺の各受信者は、user@domain形式の完全な電子メールアドレス、または別のエイリアスを指

定できます。

エイリアスファイルには、暗黙的なドメインのない「グローバルな」エイリアス（特定ドメイン

ではなく、グローバルに適用されるエイリアス）、エイリアスに 1つ以上の暗黙的なドメインの
あるドメインコンテキスト、またはその両方を指定できます。

エイリアスの「チェーン」（再帰的なエントリ）を作成することはできますが、完全な電子メー

ルアドレスで終わる必要があります。

sendmailコンフィギュレーションのコンテキストと互換性を持たせるために、メッセージをドロッ
プするための特殊な宛先である /dev/nullがサポートされています。エイリアステーブルによっ

てメッセージが/dev/nullにマッピングされると、廃棄済みカウンタが増分します（「CLIによる
管理およびモニタリング」の章を参照）。受信者は受け入れられますが、キューには入れられま

せん。
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エイリアステーブルのエクスポートおよびインポート

エイリアステーブルをインポートするには、先にFTP、SSH、および SCPアクセス, （1257ペー
ジ）を確認し、アプライアンスにアクセスできるようにします。

既存のエイリアステーブルを保存するには、aliasconfigコマンドの exportサブコマンドを使用

します。ファイル（ファイル名は自分で指定）は、リスナーの /configurationディレクトリに書

き込まれます。このファイルを CLIの外部で変更し、インポートし直すことができます。（ファ
イルに不正な形式のエントリがある場合は、ファイルのインポート時にエラーが出力されます）。

エイリアステーブルファイルを /configurationディレクトリに配置し、aliasconfigコマンドの

importサブコマンドを使用してファイルをアップロードします。

テーブルの行の先頭でナンバー記号（#）を使用すると、その行がコメントアウトされます。

コンフィギュレーションの変更が反映されるように、必ずエイリアステーブルファイルをイン

ポートした後で commitコマンドを発行してください。

エイリアステーブルのエントリの削除

コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してエイリアステーブルからエントリを削除す
る場合は、先にドメイングループを選択するように求められます。「ALL (any domain)」エント
リを選択すると、すべてのドメインに適用されるエイリアスの番号付きリストが表示されます。

その後、削除するエイリアスの番号を選択します。

エイリアステーブルの例

このテーブル例のすべてのエントリは、コメントアウトされています。（注）

# sample Alias Table file

# copyright (c) 2001-2005, IronPort Systems, Inc.

#

# Incoming Envelope To addresses are evaluated against each

# entry in this file from top to bottom. The first entry that

# matches will be used, and the Envelope To will be rewritten.

#

# Separate multiple entries with commas.

#

# Global aliases should appear before the first domain

# context. For example:

#

# admin@example.com: administrator@example.com
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# postmaster@example.net: administrator@example.net

#

# This alias has no implied domain because it appears

# before a domain context:

#

# someaddr@somewhere.dom: specificperson@here.dom

#

# The following aliases apply to recipients @ironport.com and

# any subdomain within .example.com because the domain context

# is specified.

#

# Email to joe@ironport.com or joe@foo.example.com will

# be delivered to joseph@example.com.

#

# Similarly, email to fred@mx.example.com will be

# delivered to joseph@example.com

#

# [ironport.com, .example.com]

#

# joe, fred: joseph@example.com

#

# In this example, email to partygoers will be sent to

# three addresses:

#

# partygoers: wilma@example.com, fred@example.com, barney@example.com

#

# In this example, mail to help@example.com will be delivered to

# customercare@otherhost.dom. Note that mail to help@ironport.com will

# NOT be processed by the alias table because the domain context

# overrides the previous domain context.

#

# [example.com]

#

# help: customercare@otherhost.dom

#

# In this example, mail to nobody@example.com is dropped.

#
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# nobody@example.com: /dev/null

#

# "Chains" may be created, but they must end in an email address.

# For example, email to "all" will be sent to 9 addresses:

#

# [example.com]

#

# all: sales, marketing, engineering

# sales: joe@example.com, fred@example.com, mary@example.com

# marketing:bob@example.com, advertising

# engineering:betty@example.com, miles@example.com, chris@example.com

# advertising:richard@example.com, karen@advertising.com

aliasconfig コマンドの例
この例では、aliasconfigコマンドを使用してエイリアステーブルを作成します。まず、example.com

のドメインコンテキストを指定します。次に、customercareのエイリアスを作成し、

customercare@example.comに送信されたすべての電子メールがbob@example.com、frank@example.com、

および sally@example.comにリダイレクトされるようにします。さらに、adminのグローバルエイ

リアスを作成し、adminに送信された電子メールが administrator@example.comにリダイレクトさ

れるようにします。最後に、確認用にエイリアステーブルが出力されます。

テーブルの出力時に、adminのグローバルエイリアスは、example.comの最初のドメインコンテ

キストの前に出力されます。

mail3.example.com> aliasconfig

No aliases in table.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- IMPORT - Import aliases from a file.

[]> new

How do you want your aliases to apply?

1. Globally

2. Add a new domain context

[1]> 2

Enter new domain context.

Separate multiple domains with commas.

Partial domains such as .example.com are allowed.

[]> example.com

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
696

ルーティングおよび配信機能の設定

エイリアステーブルのエントリの削除



Enter the alias(es) to match on.

Separate multiple aliases with commas.

Allowed aliases:

- "user" - This user in this domain context.

- "user@domain" - This email address.

[]> customercare

Enter address(es) for "customercare".

Separate multiple addresses with commas.

[]> bob@example.com, frank@example.com, sally@example.com

Adding alias customercare: bob@example.com,frank@example.com,sally@example.com

Do you want to add another alias? [N]> n

There are currently 1 mappings defined.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- EDIT - Modify an entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display the table.

- IMPORT - Import aliases from a file.

- EXPORT - Export table to a file.

- CLEAR - Clear the table.

[]> new

How do you want your aliases to apply?

1. Globally

2. Add a new domain context

3. example.com

[1]> 1

Enter the alias(es) to match on.

Separate multiple aliases with commas.

Allowed aliases:

- "user@domain" - This email address.

- "user" - This user for any domain

- "@domain" - All users in this domain.

- "@.partialdomain" - All users in this domain, or any of its sub domains.

[]> admin

Enter address(es) for "admin".
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Separate multiple addresses with commas.

[]> administrator@example.com

Adding alias admin: administrator@example.com

Do you want to add another alias? [N]> n

There are currently 2 mappings defined.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- EDIT - Modify an entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display the table.

- IMPORT - Import aliases from a file.

- EXPORT - Export table to a file.

- CLEAR - Clear the table.

[]> print

admin: administrator@example.com

[ example.com ]

customercare: bob@example.com, frank@example.com, sally@example.com

There are currently 2 mappings defined.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- EDIT - Modify an entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display the table.

- IMPORT - Import aliases from a file.

- EXPORT - Export table to a file.

- CLEAR - Clear the table.

[]>
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この時点で、電子メールゲートウェイの設定は次のようになります。

図 47：アプライアンスに定義されたエイリアステーブル

マスカレードの構成
マスカレードは、作成したテーブルに従って、エンベロープ送信者（送信者またはMAIL FROM
とも呼ばれます）、およびリスナーで処理される電子メールの To:、From:、CC:ヘッダーを書き
換える機能です。この機能の一般的な実装例の 1つが「仮想ドメイン」であり、これによって複
数のドメインを 1つのサイトからホスティングできるようになります。他の一般的な実装として
は、ネットワークインフラストラクチャを「隠す」ために、電子メールヘッダーの文字列からサ

ブドメインを取り除く（「ストリッピング」）というものがあります。マスカレード機能は、プ

ライベートリスナーとパブリックリスナーの両方で利用できます。
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マスカレード機能は、システム全体に対して設定するエイリアステーブル機能とは異なり、

リスナー単位で設定します。

リスナーは、LDAP受信者受け入れクエリーの直後でLDAPルーティングクエリーの前、メッ
セージがワークキュー内にある間に、マスカレードテーブルで一致を探して受信者を変更し

ます。「電子メールパイプラインについて」の章を参照してください。

（注）

マスカレード機能により、エンベロープ送信者および受信した電子メールの To:、From:、CC:
フィールドのアドレスが実際に書き換えられます。作成するリスナーごとに別々のマスカレード

パラメータを指定できます。2つある方法のいずれかを使用します。

•作成したマッピングのスタティックテーブルを使用

• LDAPクエリを使用。

この項では、スタティックテーブルを使用する方法について説明します。テーブルの形式は、一

部のUNIXシステムで sendmailコンフィギュレーションの /etc/mail/genericstable機能と上位互換性
があります。LDAPマスカレードクエリの詳細については、LDAPクエリ, （757ページ）を参照
してください。

マスカレードと altsrchost
一般に、マスカレード機能ではエンベロープ送信者が書き換えられ、メッセージで実行されるそ

れ以降のアクションは、マスカレードされたアドレスから「トリガー」されます。ただし、CLI
から altscrchostコマンドを実行した場合、altscrchostマッピングは元のアドレスからトリガーされ
ます（つまり変更後のマスカレードされたアドレスではない）。

詳細については、VirtualGateway™テクノロジーを使用してすべてのホストされたドメインでの構
成のメールゲートウェイ, （741ページ）および確認：電子メールパイプライン, （753ページ）
を参照してください。

スタティックマスカレードテーブルの構成

マッピングのスタティックマスカレードテーブルを設定するには、listenerconfigコマンドの edit
-> masqueradeサブコマンドを使用します。また、マッピングが含まれるファイルをインポートで
きます。マスカレードテーブルのインポート,（702ページ）を参照してください。このサブコマ
ンドにより、入力アドレス、ユーザ名、およびドメインを新しいアドレスおよびドメインにマッ

ピングするテーブルを作成および維持します。LDAPマスカレードクエリの詳細については、
LDAPクエリ, （757ページ）を参照してください。

メッセージがシステムに挿入されるときは、テーブルが参照され、ヘッダーに一致が見つかると

メッセージが書き換えられます。

ドメインのマスカレードテーブルは、次のように構成されます。
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表 52：マスカレードテーブルの構文

右辺（RHS）区切り文字左辺（LHS）

書き換え後のユーザ名やドメイン空白文字（スペースまた

はタブ文字）

一致する 1つ以上のユー
ザ名やドメインのリスト

次の表に、マスカレードテーブルで有効なエントリを示します。

右辺（RHS）左辺（LHS）

username@domainusername

このエントリは、一致するユーザ名を指定します。左辺のユーザ名に一致する着信電子メール

メッセージは、一致となり、右辺のアドレスで書き換えられます。右辺は、完全なアドレスで

ある必要があります。

username@domainuser@domain

このエントリは、一致する正確なアドレスを指定します。左辺の完全なアドレスに一致する着

信メッセージは、右辺のアドレスで書き換えられます。右辺は、完全なアドレスである必要が

あります。

@domain@domain

このエントリは、特定のドメインの任意のアドレスを指定します。左辺の元のドメインは、右

辺のドメインで置き換えられますが、ユーザ名は変更ありません。

@domain@.partialdomain

このエントリは、特定のドメインの任意のアドレスを指定します。左辺の元のドメインは、右

辺のドメインで置き換えられますが、ユーザ名は変更ありません。

@domainALL

ALLエントリは、そのままのアドレスに一致し、右辺のアドレスで書き換えます。右辺は、ド
メインの先頭に「@」を付ける必要があります。このエントリは、テーブル内の位置に関係な
く、常に優先度最低になります。

ALLエントリは、プライベートリスナーのみに使用できま

す。

（注）

•ルールは、マスカレードテーブルでの出現順序に従って一致します。

•デフォルトでは受信時にヘッダーの From:、To:、および CC:フィールド内のアドレスが一致
し、書き換えられます。エンベロープ送信者に一致して書き換えるようにオプションを設定

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
701

ルーティングおよび配信機能の設定

マスカレードと altsrchost



することもできます。エンベロープ送信者および書き換え対象ヘッダーは、configサブコマ
ンドを使用して有効と無効を切り替えます。

•テーブルの行の先頭でナンバー記号（#）を使用すると、その行がコメントアウトされます。
#から行の末尾まで、すべてコメントであると見なされて無視されます。

•マスカレードテーブルは、newサブコマンドで作成したか、ファイルからインポートしたか

によって、400,000エントリに制限されます。

プライベートリスナー用マスカレードテーブルの例
# sample Masquerading file

@.example.com @example.com # Hides local subdomains in the header

sales sales_team@success.com

@techsupport tech_support@biggie.com

user@localdomain user@company.com

ALL @bigsender.com

マスカレードテーブルのインポート

従来の sendmailの /etc/mail/genericstableファイルをインポートできます。genericstableファ

イルをインポートするには、先にFTP、SSH、およびSCPアクセス,（1257ページ）を確認し、ア
プライアンスにアクセスできるようにします。

genericstableファイルを configurationディレクトリに配置し、masqueradeサブコマンドの import

サブコマンドを使用してファイルをアップロードします。コマンドは、次の順序で使用します。

listenerconfig -> edit -> listener_number -> masquerade -> import

または、exportサブコマンドを使用して既存のコンフィギュレーションをダウンロードできます。

ファイル（ファイル名は自分で指定）は、configurationディレクトリに書き込まれます。このファ
イルを CLIの外部で変更し、インポートし直すことができます。

importサブコマンドを使用するときは、ファイルに有効なエントリのみが含まれているようにし

てください。無効なエントリ（左辺があって右辺がない場合など）があると、ファイルのインポー

ト時に CLIで構文エラーが発生します。インポート中に構文エラーが発生すると、ファイル全体
でマッピングがインポートされません。

リスナーのコンフィギュレーションの変更内容が反映されるように、genericstableファイルをイ

ンポートした後で必ず commitコマンドを発行してください。

マスカレードの例

この例では、listenerconfigの masqueradeサブコマンドを使用して、PrivateNetインターフェイ
ス上にある「OutboundMail」という名前のプライベートリスナー用に、ドメインマスカレード
テーブルを作成します。
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まず、マスカレードに LDAPを使用するオプションを宣言します。（LDAPマスカレードクエリ
の詳細については、LDAPクエリ, （757ページ）を参照してください）。

次に、@.example.comの部分ドメイン表記が @example.comにマッピングされます。これにより、

サブドメイン.example.com内にある任意のマシンから送信されるすべての電子メールがexample.com

にマッピングされます。さらに、ユーザ名 joeがドメイン joe@example.comにマッピングされま

す。両方のエントリを確認するためにドメインマスカレードテーブルが出力されて、masquerade.txt

という名前のファイルにエクスポートされます。configサブコマンドを使用して、CC:フィール
ドのアドレスの書き換えが無効になり、最後に変更が確定されます。

mail3.example.com> listenerconfig

Currently configured listeners:

1. InboundMail (on PublicNet, 192.168.2.1) SMTP TCP Port 25 Public

2. OutboundMail (on PrivateNet, 192.168.1.1) SMTP TCP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.

- EDIT - Modify a listener.

- DELETE - Remove a listener.

- SETUP - Change global settings.

[]> edit

Enter the name or number of the listener you wish to edit.

[]> 2

Name: OutboundMail

Type: Private

Interface: PrivateNet (192.168.1.1/24) TCP Port 25

Protocol: SMTP

Default Domain:

Max Concurrency: 600 (TCP Queue: 50)

Domain Map: Disabled

TLS: No

SMTP Authentication: Disabled

Bounce Profile: Default

Footer: None

LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of the listener.

- INTERFACE - Change the interface.

- LIMITS - Change the injection limits.

- SETUP - Configure general options.

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
703

ルーティングおよび配信機能の設定

マスカレードと altsrchost



- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.

- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this
listener.

- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.

- DOMAINMAP - Configure domain mappings.

- LDAPACCEPT - Configure an LDAP query to determine whether a recipient address should
be accepted or bounced/dropped.

- LDAPROUTING - Configure an LDAP query to reroute messages.

- LDAPGROUP - Configure an LDAP query to determine whether a sender or

recipient is in a specified group.

- SMTPAUTH - Configure an SMTP authentication.

[]> masquerade

Do you want to use LDAP for masquerading? [N]> n

Domain Masquerading Table

There are currently 0 entries.

Masqueraded headers: To, From, Cc

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import all entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- CONFIG - Configure masqueraded headers.

- CLEAR - Remove all entries.

[]> new

Enter the source address or domain to masquerade.

Usernames like "joe" are allowed.

Full addresses like "user@example.com" are allowed.

Full addresses with subdomain wildcards such as "username@.company.com" are allowed.

Domains like @example.com and @.example.com are allowed.

Hosts like @training and @.sales are allowed.

[]> @.example.com

Enter the masqueraded address or domain.

Domains like @example.com are allowed.

Full addresses such as user@example.com are allowed.

[]> @example.com

Entry mapping @.example.com to @example.com created.
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Domain Masquerading Table

There are currently 1 entries.

Masqueraded headers: To, From, Cc

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import all entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- CONFIG - Configure masqueraded headers.

- CLEAR - Remove all entries.

[]> new

Enter the source address or domain to masquerade.

Usernames like "joe" are allowed.

Full addresses like "user@example.com" are allowed.

Full addresses with subdomain wildcards such as "username@.company.com" are allowed.

Domains like @example.com and @.example.com are allowed.

Hosts like @training and @.sales are allowed.

[]> joe

Enter the masqueraded address.

Only full addresses such as user@example.com are allowed.

[]> joe@example.com

Entry mapping joe to joe@example.com created.

Domain Masquerading Table

There are currently 2 entries.

Masqueraded headers: To, From, Cc

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import all entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- CONFIG - Configure masqueraded headers.

- CLEAR - Remove all entries.

[]> print

@.example.com @example.com
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joe joe@example.com

Domain Masquerading Table

There are currently 2 entries.

Masqueraded headers: To, From, Cc

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import all entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- CONFIG - Configure masqueraded headers.

- CLEAR - Remove all entries.

[]> export

Enter a name for the exported file:

[]> masquerade.txt

Export completed.

Domain Masquerading Table

There are currently 2 entries.

Masqueraded headers: To, From, Cc

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import all entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- CONFIG - Configure masqueraded headers.

- CLEAR - Remove all entries.

[]> config

Do you wish to masquerade Envelope Sender?

[N]> y

Do you wish to masquerade From headers?

[Y]> y

Do you wish to masquerade To headers?

[Y]> y

Do you wish to masquerade CC headers?

[Y]> n
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Do you wish to masquerade Reply-To headers?

[Y]> n

Domain Masquerading Table

There are currently 2 entries.

- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import all entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- CONFIG - Configure masqueraded headers.

- CLEAR - Remove all entries.

[]>

Name: OutboundMail

Type: Private

Interface: PrivateNet (192.168.1.1/24) TCP Port 25

Protocol: SMTP

Default Domain:

Max Concurrency: 600 (TCP Queue: 50)

Domain Map: Disabled

TLS: No

SMTP Authentication: Disabled

Bounce Profile: Default

Footer: None

LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of the listener.

- INTERFACE - Change the interface.

- LIMITS - Change the injection limits.

- SETUP - Configure general options.

- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.

- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this
listener.

- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.

- DOMAINMAP - Configure domain mappings.

- LDAPACCEPT - Configure an LDAP query to determine whether a recipient address should
be accepted or bounced/dropped.

- LDAPROUTING - Configure an LDAP query to reroute messages.
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- LDAPGROUP - Configure an LDAP query to determine whether a sender or
recipient is in a specified group.

- SMTPAUTH - Configure an SMTP authentication.

[]>

Currently configured listeners:

1. InboundMail (on PublicNet, 192.168.2.1) SMTP TCP Port 25 Public

2. OutboundMail (on PrivateNet, 192.168.1.1) SMTP TCP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.

- EDIT - Modify a listener.

- DELETE - Remove a listener.

- SETUP - Change global settings.

[]>
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これでエンタープライズゲートウェイの設定は次のようになります。

図 48：プライベートリスナー用に定義されたマスカレード

ドメインマップ機能
リスナー用に「ドメインマップ」を設定できます。設定するリスナーごとにドメインマップテー

ブルを作成できます。ドメインマップテーブルに含まれているドメインと一致するメッセージで

は、各受信者のエンベロープ受信者が書き換えられます。この機能は、sendmailの「ドメインテー
ブル」機能または Postfixの「仮想テーブル」機能に似ています。この機能では、エンベロープ受
信者のみが影響を受け、「To:」ヘッダーは書き換えられません。
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ドメインマップ機能の処理は、RATの直前でデフォルトドメインの評価直後に発生します。
「電子メールパイプラインについて」の章を参照してください。

（注）

ドメインマップ機能でよくある実装では、複数のレガシードメインの着信メールを受け入れま

す。たとえば、会社が他の会社を買収した場合に、アプライアンスにドメインマップを作成して

買収したドメインのメッセージを受け入れ、エンベロープ受信者を会社の現在のドメインに書き

換えることができます。

最大 20,000の別個の固有ドメインマッピングを設定できます。（注）

表 53：ドメインマップテーブルの構文の例

説明右側左側

右側は完全なアドレスのみusername2@example.netusername@example.com

user2@example.netuser@.example.com

完全なアドレス、または完全修飾ドメイン名。user@example.net

または

@example.net

@example.com

user@example.net

または

@example.net

@.example.com

次の例では、listenerconfigコマンドのdomainmapサブコマンドを使用して、パブリックリスナー

「InboundMail」用のドメインマップを作成します。oldcompanyname.comドメインおよびそのサブ

ドメイン宛のメールは、example.comドメインにマッピングされます。マッピングは、確認のため

に出力されます。この例は、両方のドメインをリスナーのRATに配置するコンフィギュレーショ
ンとは異なります。ドメインマップ機能により、実際にエンベロープ受信者

joe@oldcomapanyname.comが joe@example.comに書き換えられます。一方、リスナーの RAT内にド
メイン oldcompanyname.comを置くと、joe@oldcompanyname.comのメールが受け入れられて、エン

ベロープ受信者を書き換えずにルーティングされます。また、エイリアステーブル機能とも異な

ります。エイリアステーブルでは、明示的なアドレスに解決されることが必要です。「任意の

ユーザ名@domain」を「同じユーザ名@newdomain」にマップするように構築することはできません。

mail3.example.com> listenerconfig

Currently configured listeners:

1. Inboundmail (on PublicNet, 192.168.2.1) SMTP TCP Port 25 Public

2. Outboundmail (on PrivateNet, 192.168.1.1) SMTP TCP Port 25 Private
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Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.

- EDIT - Modify a listener.

- DELETE - Remove a listener.

- SETUP - Change global settings.

[]> edit

Enter the name or number of the listener you wish to edit.

[]> 1

Name: InboundMail

Type: Public

Interface: PublicNet (192.168.2.1/24) TCP Port 25

Protocol: SMTP

Default Domain:

Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50)

Domain Map: Disabled

TLS: No

SMTP Authentication: Disabled

Bounce Profile: Default

Use SenderBase For Reputation Filters and IP Profiling: Yes

Footer: None

LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of the listener.

- INTERFACE - Change the interface.

- LIMITS - Change the injection limits.

- SETUP - Configure general options.

- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.

- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.

- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this
listener.

- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.

- DOMAINMAP - Configure domain mappings.

[]> domainmap

Domain Map Table

There are currently 0 Domain Mappings.

Domain Mapping is: disabled

Choose the operation you want to perform:
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- NEW - Create a new entry.

- IMPORT - Import domain mappings from a file.

[]> new

Enter the original domain for this entry.

Domains such as "@example.com" are allowed.

Partial hostnames such as "@.example.com" are allowed.

Email addresses such as "test@example.com" and "test@.example.com"

are also allowed.

[]> @.oldcompanyname.com

Enter the new domain for this entry.

The new domain may be a fully qualified

such as "@example.domain.com" or a complete

email address such as "test@example.com"

[]> @example.com

Domain Map Table

There are currently 1 Domain Mappings.

Domain Mapping is: enabled

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- EDIT - Modify an entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all domain mappings.

- IMPORT - Import domain mappings from a file.

- EXPORT - Export domain mappings to a file.

- CLEAR - Clear all domain mappings.

[]> print

@.oldcompanyname.com --> @example.com

Domain Map Table

There are currently 1 Domain Mappings.

Domain Mapping is: enabled

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- EDIT - Modify an entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all domain mappings.

- IMPORT - Import domain mappings from a file.
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- EXPORT - Export domain mappings to a file.

- CLEAR - Clear all domain mappings.

[]>

Name: InboundMail

Type: Public

Interface: PublicNet (192.168.2.1/24) TCP Port 25

Protocol: SMTP

Default Domain:

Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50)

Domain Map: Enabled

TLS: No

SMTP Authentication: Disabled

Bounce Profile: Default

Use SenderBase For Reputation Filters and IP Profiling: Yes

Footer: None

LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of the listener.

- INTERFACE - Change the interface.

- LIMITS - Change the injection limits.

- SETUP - Configure general options.

- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.

- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.

- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this
listener.

- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.

- DOMAINMAP - Configure domain mappings.

[]>

ドメインマップテーブルのインポートおよびエクスポート

ドメインマップテーブルをインポートまたはエクスポートするには、先にFTP、SSH、およびSCP
アクセス, （1257ページ）を確認し、アプライアンスにアクセスできるようにします。

マッピングするドメインのエントリが含まれるテキストファイルを作成します。エントリは空白

文字（タブ文字またはスペース）で区切ります。テーブルの行の先頭でナンバー記号（#）を使用
すると、その行がコメントアウトされます。
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ファイルを configurationディレクトリに配置し、domainサブコマンドの importサブコマンドを使

用してファイルをアップロードします。コマンドは、次の順序で使用します。

listenerconfig -> edit -> inejctor_number -> domainmap -> import

または、exportサブコマンドを使用して既存のコンフィギュレーションをダウンロードできます。

ファイル（ファイル名は自分で指定）は、configurationディレクトリに書き込まれます。このファ
イルを CLIの外部で変更し、インポートし直すことができます。

importサブコマンドを使用するときは、ファイルに有効なエントリのみが含まれているようにし

てください。無効なエントリ（左辺があって右辺がない場合など）があると、ファイルのインポー

ト時に CLIで構文エラーが発生します。インポート中に構文エラーが発生すると、ファイル全体
でマッピングがインポートされません。

リスナーのコンフィギュレーションの変更が反映されるように、ドメインマップテーブルファ

イルをインポートした後で commitコマンドを発行してください。
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これでエンタープライズゲートウェイの設定は次のようになります。

図 49：パブリックリスナー用に定義されたドメインマップ

バウンスした電子メールの処理
バウンスした電子メールは、あらゆる電子メール配信においてやむを得ないものです。アプライ

アンスでは、詳細に設定できるさまざまな方法で、バウンスした電子メールを処理できます。
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この項では、アプライアンスで着信メールに基づいて発信バウンスを生成する方法の制御につい

て説明していることに注意してください。アプライアンスが発信メールに基づいて着信バウンス

を制御する方法について管理するには、バウンス検証を使用します（バウンス検証, （725ペー
ジ）を参照）。

配信不可能な電子メールの処理

AsyncOSオペレーティングシステムでは、配信不可能な電子メール（「バウンスしたメッセー
ジ」）は、次のカテゴリに分類されます。

「カンバセーション」バウンス：

最初の SMTPカンバセーションで、リモートドメインがメッセージをバウンスします。

一時的に配信不可能なメッセージ。たとえば、ユーザのメールボックスがいっ

ぱいです。これらのメッセージは、後で再試行できます。（例：SMTP 4XX
エラーコード）。

ソフトバウンス

永続的に配信できないメッセージ。たとえば、そのユーザはそのドメインに

はもう存在しません。これらのメッセージは、再試行されません。（例：

SMTP 5XXエラーコード）。

ハードバウンス

「遅延」（または「カンバセーションでない」）バウンス:

リモートドメインは、メッセージを配信するために受け入れて、後でのみバウンスします。

一時的に配信不可能なメッセージ。たとえば、ユーザのメールボックスがいっ

ぱいです。これらのメッセージは、後で再試行できます。（例：SMTP 4XX
エラーコード）。

ソフトバウンス

永続的に配信できないメッセージ。たとえば、そのユーザはそのドメインに

はもう存在しません。これらのメッセージは、再試行されません。（例：

SMTP 5XXエラーコード）。

ハードバウンス

GUIの [ネットワーク（Network）]メニューの [バウンスプロファイル（Bounce Profiles）]ページ
（または bounceconfigコマンド）を使用して、作成するリスナーごとにハードおよびソフトのカ

ンバセーションバウンスの AsyncOSの処理方法を設定します。バウンスプロファイルを作成し
たら、[ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）] ページ（または listenerconfigコマ

ンド）を使用して、プロファイルを各リスナーに適用します。メッセージフィルタを使用して、

特定のメッセージにバウンスプロファイルを割り当てることもできます。（詳細については、

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, （157ページ）を参照してくださ
い）。
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ソフトバウンスおよびハードバウンスに関する注意

•カンバセーションソフトバウンスの場合、ソフトバウンスイベントは、受信者への配信が
一時的に失敗するたびに定義されます。単一の受信者が複数のソフトバウンスイベントを

繰り返し発生させることがあります。[バウンスプロファイル（BounceProfiles）]ページまた
は bounceconfigコマンドを使用して、各ソフトバウンスイベントのパラメータを設定しま
す。（バウンスプロファイルのパラメータ, （717ページ）を参照）。

•デフォルトでは、ハードバウンスした受信者ごとにバウンスメッセージが生成され、元の
送信者に送信されます。（メッセージは、メッセージエンベロープのエンベロープ送信者ア

ドレスで定義されたアドレスに送信されます。EnvelopeFromも通常エンベロープ送信者を意
味します）。この機能をディセーブルにし、代わりにハードバウンスに関する情報をログ

ファイルに頼ることもできます。（「ロギング」の章を参照。）

•キュー内での最大時間または再試行の最大回数のどちらかに達すると、ソフトバウンスは
ハードバウンスになります。

バウンスプロファイルのパラメータ

バウンスプロファイルを設定するときは、次のパラメータを使用して、メッセージごとにカンバ

セーションバウンスを処理する方法を制御します。

表 54：バウンスプロファイルのパラメータ

ソフトバウンスしたメッセージを配信し直すために、ハードバウンスメッ

セージとして扱われるようになる前に、受信者のホストに再接続が試みられ

る回数。デフォルトの再試行回数は 100です。

最大再試行回数

（Maximum
number of
retries）

ソフトバウンスしたメッセージを配信し直すために、ハードバウンスした

メッセージとして扱われるようになる前に、受信者のホストに再接続が試み

られるのに費やされる時間。デフォルトは 259,200秒（72時間）です。

キューの最大時間

（秒）

（Maximum
number of seconds
in queue）

ソフトバウンスしたメッセージを最初に配信し直すまでの待機時間。デフォ

ルトは 60秒です。初回再試行時間を大きい値に設定すると、ソフトバウン
スの試行頻度が低下します。逆に頻度を上げるには、小さい値にします。

メッセージを再試

行するまでの初回

待機時間（秒）

（Initial number
of seconds to wait
before retrying a
message）
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ソフトバウンスしたメッセージを配信し直すまでに待機する最大時間。デ

フォルトは3,600秒（1時間）です。これは、次の試行までの間隔ではなく、
再試行回数を制御するために使用できるもう 1つのパラメータです。初回再
試行間隔の上限は、最大再試行間隔に制限されます。計算された再試行間隔

が最大再試行間隔を超える場合は、最大再試行間隔が使用されます。

メッセージを再試

行するまでの最大

待機時間（秒）

（Maximum
number of seconds
to wait before
retrying a
message）

ハードバウンスに対してバウンスメッセージを送信するかどうかを指定し

ます。このオプションが有効な場合は、バウンスメッセージの形式を選択で

きます。デフォルトでは、バウンスメッセージで DSN形式（RFC 1894）が
使用されます。

元のメッセージ（件名と本文）の言語に基づいてカスタマイズされたバウン

スメッセージを送信することもできます。たとえば、中国語のメッセージに

は中国語でバウンスメッセージを送信し、他の言語のすべてのメッセージに

は英語のバウンスメッセージを送信することができます。

[通知テンプレート（Notification Template）]の下で [行の追加（Add Row）]
をクリックして、メッセージの言語と使用するテンプレートを選択します。

デフォルトのエントリが削除されていないことを確認します（[メッ
セージの言語（Message Language）]を [デフォルト（Default）]に
設定）。デフォルトエントリのバウンス通知テンプレートは変更

できます。

（注）

メッセージの言語は、次のシナリオではデフォルトと見なされます。

•メッセージの言語が、他の通知テンプレートエントリで選択した言語
と異なる場合。

•メッセージの言語が、Cisco Eメールセキュリティアプライアンスでサ
ポートされていない場合。

•アプライアンスがメッセージの言語を検出できない場合。

•メッセージの内容（件名と本文）が 50バイト未満である場合。

前述の例（中国語のメッセージには中国語のバウンスメッセージを送信し、

他の言語のすべてのメッセージには英語のバウンスメッセージを送信する）

を設定する場合、通知テンプレートのテーブルは次のようになります。

バウンス応答からDSNの statusフィールドを解析するかどうかを選択するこ
ともできます。「はい」の場合、アプライアンスは DSNステータスコード
（RFC 3436）を検索し、そのコードを配信ステータス通知の Statusフィール
ドで使用します。

ハードバウンス

メッセージの送信

（Send Hard
Bounce
Messages）
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配信遅延に対して警告メッセージを送信するかどうかを指定します。このオ

プションが有効な場合は、元のメッセージ（件名と本文）の言語に基づいて

カスタムの遅延警告メッセージを構成できます。たとえば、中国語のメッ

セージには中国語で遅延警告メッセージを送信し、他の言語のすべてのメッ

セージには英語の遅延警告メッセージを送信することができます。

[通知テンプレート（Notification Template）]の下で [行の追加（Add Row）]
をクリックして、メッセージの言語と使用するテンプレートを選択します。

デフォルトのエントリが削除されていないことを確認します（[メッ
セージの言語（Message Language）]を [デフォルト（Default）]に
設定）。デフォルトエントリのバウンス通知テンプレートは変更

できます。

（注）

メッセージの言語は、次のシナリオではデフォルトと見なされます。

•メッセージの言語が、他の通知テンプレートエントリで選択した言語
と異なる場合。

•メッセージの言語が、Cisco Eメールセキュリティアプライアンスでサ
ポートされていない場合。

•アプライアンスがメッセージの言語を検出できない場合。

•メッセージの内容（件名と本文）が 50バイト未満である場合。

前述の例（中国語のメッセージには中国語の遅延警告メッセージを送信し、

他の言語のすべてのメッセージには英語の遅延警告メッセージを送信する）

を設定する場合、通知テンプレートのテーブルは次のようになります。

メッセージ間の最小間隔、および送信する最大再試行回数を指定することも

できます。

遅延警告メッセー

ジの送信（Send
Delay Warning
Messages）

メッセージのバウンス先としてデフォルトのエンベロープ送信者アドレスで

はなく、別のアドレスにすることができます。

バウンス先の受信

者の指定（Specify
Recipient for
Bounces）

バウンスメッセージおよび遅延メッセージの署名に使用するDomainKeysプ
ロファイルを選択できます。DomainKeysの詳細については、DomainKeysと
DKIM認証, （585ページ）を参照してください。

バウンスおよび遅

延メッセージへの

DomainKeys署名
の使用（Use
DomainKeys
signing for bounce
and delay
messages）
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グローバル設定

（Global
Settings）

これらの設定を行うには、[バウンスプロファイル（Bounce Profiles）]ページの [グローバル設
定を編集（Edit Global Settings）]リンクを使用するか、またはCLIで bounceconfigコマンドで

デフォルトのバウンスプロファイルを編集します。

システムが到達不可能なホストへの再試行を待機する時間。

デフォルトは 60秒です。

到達不能ホストを

リトライするまで

の最初の待機時間

（秒）（Initial
number of seconds
to wait before
retrying an
unreachable
host）

システムが到達不可能なホストへの再試行を待機する最大時間。デフォルト

は 3,600秒（1時間）です。ホストがダウンしているために配信が最初に失
敗すると、再試行値の最小秒数で開始し、ダウンしたホストに対するその後

の再試行では、間隔を徐々に延ばしていきます。最大で、この最大秒数にな

ります。

到達不能ホストの

最大許容再試行間

隔（Max interval
allowed between
retries to an
unreachable
host）

ハードバウンスと status コマンド
ハードバウンスメッセージの生成が有効な場合、アプライアンスで配信用のハードバウンスメッ

セージが生成されるたびに、statusおよび status detailコマンドの次のカウンタが増えていきます。

Counters: Reset Uptime Lifetime

Receiving

Messages Received 0 0 0

Recipients Received 0 0 0

Gen. Bounce Recipients 0 0 0

詳細については、「CLIによる管理およびモニタリング」の章を参照してください。ハードバウ
ンスメッセージの生成がディセーブルの場合、受信者でハードバウンスが発生しても、これらの

カウンタはどれも増えません。
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メッセージエンベロープのエンベロープ送信者アドレスは、メッセージヘッダーの「From:」
とは異なります。AsyncOSでは、ハードバウンスメッセージをエンベロープ送信者アドレス
とは異なる電子メールアドレスに送信するように設定できます。

（注）

カンバセーションバウンスおよび SMTP ルートのメッセージフィルタアクション
SMTPルートマッピングおよびメッセージフィルタアクションは、カンバセーションバウンス
の結果としてアプライアンスで生成された SMTPバウンスメッセージのルーティングには適用さ
れません。アプライアンスでカンバセーションバウンスメッセージが受信されると、元のメッ

セージのエンベロープ送信者に返送する SMTPバウンスメッセージが生成されます。この場合、
アプライアンスでは実際にメッセージが生成されるため、リレー用に挿入されたメッセージに適

用されるすべての SMTPルートは適用されません。

バウンスプロファイルの例

これら 2つの例では、異なるバウンスプロファイルパラメータが使用されます。

表 55：例 1：バウンスプロファイルパラメータ

値パラメータ

2最大再試行回数（Max number of retries）

259,200秒（72時間）キューの最大時間（秒）（Maximum number of
seconds in queue）

60秒再試行するまでの初回最大時間（秒）（Initial
number of seconds before retrying）

60秒再試行するまでの最大待機時間（秒）（Max
number of seconds to wait before retrying）

例 1では、受信者への最初の配信は、t = 0で実行されます。これは、メッセージがアプライアン
スに挿入された直後です。デフォルトの初回再試行時間は 60秒であるため、最初の再試行は約 1
分後の t = 60で実行されます。再試行間隔が計算されます。再試行間隔は、最大再試行間隔であ
る 60秒を使用して決定されます。そのため、2回めの再試行は、t =約 120で実行されます。最大
再試行回数は 2であるため、この再試行の直後にその受信者のハードバウンスメッセージが生成
されます。

表 56：例 2：バウンスプロファイルパラメータ

値パラメータ

100最大再試行回数（Max number of retries）
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値パラメータ

100秒キューの最大時間（秒）（Maximum number of
seconds in queue）

60秒再試行するまでの初回最大時間（秒）（Initial
number of seconds before retrying）

120秒再試行するまでの最大待機時間（秒）（Max
number of seconds to wait before retrying）

例 2では、最初の配信は t = 0、最初の再試行は t = 60で実行されます。2回目の配信（t = 120で
発生するようにスケジュール）の直前にメッセージがハードバウンスされます。なぜなら、この

時点でキュー内での最大時間である 100秒を超過しているためです。

配信ステータス通知形式

システムによって生成されるバウンスメッセージは、デフォルトではハードとソフトの両方のバ

ウンスで Delivery Status Notification（DSN;配信ステータス通知）形式を使用します。DSNは、
RFC1894（http://www.faqs.org/rfcs/rfc1894.htmlを参照）で規定されている形式であり、「メッセー
ジを1人以上の受信者に配信したときの結果をレポートするために、MessageTransferAgent（MTA;
メッセージ転送エージェント）または電子的なメールゲートウェイで使用できるMIMEコンテン
ツタイプを定義」します。デフォルトでは、配信ステータス通知には配信ステータスの説明、お

よびメッセージのサイズが 10 kよりも小さい場合は元のメッセージが含まれます。メッセージサ
イズが 10 kよりも大きい場合、配信ステータス通知には、メッセージヘッダーのみが含まれま
す。メッセージヘッダーが 10 kを超える場合は、配信ステータス通知ではヘッダーが切り捨てら
れます。DSNに 10 kよりも大きいメッセージ（またはメッセージヘッダー）を含める場合は、
bounceconfigコマンドの max_bounce_copyパラメータを使用できます（このパラメータは CLIか
らのみ利用できます）。

遅延警告メッセージ

システムで生成される [遅延通知メッセージ（Time in Queue Message）]でも、DSN形式が使用さ
れます。デフォルトパラメータを変更するには、[ネットワーク（Network）]メニューの [バウン
スプロファイル（Bounce Profiles）]ページ（または bounceconfigコマンド）を使用して、既存の
バウンスプロファイルを編集するか新規に作成し、以下のパラメータのデフォルト値を変更しま

す。

•遅延警告メッセージが送信される最小間隔。（The minimum interval between sending delay
warning messages.）

•遅延警告メッセージが送信される受信者あたりの最大数。（The maximum number of delay
warning messages to send per recipient.）
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遅延警告メッセージとハードバウンス

[キューでの最大保持時間（Maximum Time in Queue）]設定と [遅延警告メッセージの送信（Send
DelayWarningMessages）]の最小間隔設定の両方を非常に小さい時間に設定した場合は、同じメッ
セージに対して遅延警告とハードバウンスの両方を同時に受信することが可能です。シスコで

は、遅延警告メッセージの送信をイネーブルにする場合は、これらの設定のデフォルト値を最小

設定として使用することを推奨します。

さらに、アプライアンスによって生成される遅延警告メッセージおよびバウンスメッセージは、

処理中に最大で 15分遅延することがあります。

新しいバウンスプロファイルの作成

次の例では、[バウンスプロファイル（Bounce Profiles）]ページを使用して、bouncepr1という名
前のバウンスプロファイルが作成されます。このプロファイルでは、ハードバウンスされたすべ

てのメッセージが代替アドレスである bounce-mailbox@example.comに送信されます。遅延警告
メッセージはイネーブルです。受信者あたり警告メッセージが 1つ送信されます。警告メッセー
ジ間のデフォルト値は 4時間（14400秒）です。

デフォルトのバウンスプロファイルの編集

バウンスプロファイルを編集するには、バウンスプロファイルのリストで名前をクリックしま

す。デフォルトのバウンスプロファイルを編集することもできます。この例では、デフォルトプ

ロファイルを編集して、到達不可能なホストへの再試行を待機する最大秒数を3600（1時間）から10800（3
時間）に増やします。

minimalist バウンスプロファイルの例
次の例では、minimalistという名前のバウンスプロファイルが作成されます。このプロファイル
では、メッセージがバウンスされるときに再試行されず（最大再試行回数が 0）、再試行を待機
する最大時間が指定されます。ハードバウンスメッセージはディセーブルであり、ソフトバウ

ンス警告は送信されません。

リスナーへのバウンスプロファイルの適用

バウンスプロファイルを作成したら、[ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ペー
ジまたは listenerconfigコマンドを使用して、そのプロファイルをリスナーに適用できます。

次の例では、bouncepr1プロファイルが OutgoingMailリスナーに適用されます。
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この時点で、電子メールゲートウェイの設定は次のようになります。

図 50：プライベートリスナーへのバウンスプロファイルの適用

宛先制御による電子メール配信の管理
大量の電子メールが未管理で配信されると、受信者ドメインで混乱が生じることがあります。

AsyncOSでは、アプライアンスで開く接続数やアプライアンスで各宛先ドメイン宛に送信される
メッセージ数を定義することにより、メッセージ配信を詳細に管理できます。

送信先コントロール機能（GUIでは [メールポリシー（Mail Policies）] > [送信先コントロール
（DestinationControls）]、CLIではdestconfigコマンド）を使用すると、次の項目を制御できます。
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レート制限（Rate Limiting）
• [同時接続（Concurrent Connections）]：リモートホストに対してアプライアンスが開こうと
する同時接続数。

• [接続あたりの最大メッセージ数（MaximumMessages PerConnection）]：アプライアンスが新
しい接続を開始する前に、宛先ドメインに送信するメッセージ数。

• [受信者（Recipients）]：アプライアンスが特定の期間に特定のリモートホストに対して送信
する受信者数。

• [制限（Limits）]：宛先ごと、およびMGAホスト名ごとに、制限を適用する方法。

TLS
•リモートホストに対する TLS接続を受入、可能、必須のいずれにするか（TLSの管理, （
728ページ）を参照）。

• TLS接続が必要なリモートホストに対してメッセージが配信されるときに、TLSネゴシエー
ションが失敗した場合にアラートを送信するかどうか。これは、ドメイン単位ではなく、グ

ローバルな設定です。

•リモートホストに対するすべての発信 TLS接続で使用する TLS証明書の割り当て。

バウンス検証

•バウンス検証を使用して、アドレスタギングを実行するかどうか（バウンス検証,（734ペー
ジ）を参照）。

バウンスプロファイル（Bounce Profile）
•特定のリモートホストに対してアプライアンスで使用されるバウンスプロファイル（デフォ
ルトのバウンスプロファイルは、[ネットワーク（Network）]>[バウンスプロファイル（Bounce
Profiles）]ページで設定します）。

未指定のドメインに対するデフォルト設定を制御することもできます。

メール配信に使用するインターフェイスの決定

出力インターフェイスを deliveryconfigコマンド、メッセージフィルタ（alt-src-host）、また

は仮想ゲートウェイを使用して指定しない場合は、出力インターフェイスはAsyncOSルーティン
グテーブルによって選択されます。基本的には、「自動」を選択するとAsyncOSによって選択さ
れます。
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詳細は次のとおりです。ローカルアドレスは、インターフェイスのネットマスクをインターフェ

イスの IPアドレスに適用することで識別されます。どちらも、[ネットワーク（Network）] > [イ
ンターフェイス（Interfaces）]ページまたは interfaceconfigコマンドを使用して（あるいはシス

テムのセットアップ時に）設定されます。アドレス空間が重なる場合は、より具体的なネットマ

スクが使用されます。宛先がローカルの場合、パケットは適切なローカルインターフェイス経由

で送信されます。

宛先がローカルではない場合、パケットはデフォルトのルータ（[ネットワーク（Network）] >
[ルーティング（Routing）]ページまたは setgatewayコマンドを使用して設定）に対して送信され

ます。デフォルトルータの IPアドレスはローカルです。出力インターフェイスは、ローカルア
ドレスの出力インターフェイスの選択ルールに従って決まります。たとえば、AsyncOSでは、デ
フォルトルータの IPアドレスが含まれていて最も具体的な IPアドレスおよびネットマスクが選
択されます。

ルーティングテーブルは、[ネットワーク（Network）] > [ルーティング（Routing）]ページ（また
は routeconfigコマンド）を使用して設定されます。ルーティングテーブルで一致するエントリ

が、デフォルトルートよりも優先されます。ルートが具体的になるほど、優先度が高くなりま

す。

デフォルトの配信制限

発信宛先ドメインごとに、専用の発信キューがあります。そのため、ドメインごとに別々の同時

接続制限（[送信先コントロール（Destination Controls）]テーブルで指定）があります。さらに、
[送信先コントロール（Destination Controls）]テーブルで具体的に示されていない一意のドメイン
ごとに、テーブルで設定した別の「デフォルト（Default）」制限を使用します。

[送信先コントロール（Destination Controls）] の使用
GUIで [メールポリシー（Mail Policies）] > [送信先コントロール（Destination Controls）]ページ、
または CLIで destconfigコマンドを使用して、送信先コントロールエントリを作成、編集、およ
び削除します。

IP アドレスバージョンの管理
ドメイン接続に使用する IPアドレスのバージョンを設定できます。Eメールセキュリティアプ
ライアンスは両方のインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）およびインターネットプロ
トコルバージョン (IPv6)を使用します。アプライアンスのリスナーをプロトコルの両方または 1
つのバージョンを使用するように設定できます。

IPv4または IPv6に対して [必須（Required）]設定を指定した場合、アプライアンスは指定された
バージョンのアドレスを使用してドメインへの接続をネゴシエーションします。ドメインが IPア
ドレスのバージョンを使わない場合、電子メールは送信されません。IPv4または IPv6の [推奨
（Preferred）]設定を指定した場合、アプライアンスは最初に指定されたバージョンのアドレスを
使用してドメインへの接続をネゴシエーションし、最初の試みが到達可能でない場合は他にフォー

ルバックします。
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ドメインに対する接続、メッセージ、受信者の数の管理

アプライアンスで電子メールを配信する方法を制限することにより、アプライアンスからの電子

メールを扱うリモートホストや独自の社内グループウェアサーバに負荷がかかり過ぎないように

できます。

ドメインごとに、特定の期間にシステムで超過しないようにする接続、発信メッセージ、受信者

の最大数を割り当てることができます。この「グッドネイバー」テーブルは、送信先コントロー

ル機能（[メールポリシー（Mail Policies）] > [送信先コントロール（Destination Controls）]、また
は destconfigコマンド（以前の setgoodtableコマンド））を使用して定義します。ドメイン名を

指定するには、次の構文を使用します。

domain.com

または

.domain.com

この構文を使用すると、AsyncOSで sample.server.domain.comのようなサブドメインの送信先コン
トロールを指定できるようになります。詳細なサブドメインアドレスを個別に入力する必要はあ

りません。

接続、メッセージ、受信者については、定義する制限が各 Virtual Gatewayアドレスとシステム全
体のどちらに対して適用されるのかを設定します。（Virtual Gatewayアドレス制限では、IPイン
ターフェイスごとの同時接続数を管理します。システム全体の制限では、アプライアンスで許可

される接続の合計数を管理します）。

また、定義した制限がドメイン全体に適用されるかどうかを設定します。

現在のシステムデフォルトは、ドメインあたり 500接続、接続あたり 50メッセージです。（注）

これらの値については、次の表で説明します。

表 57：[送信先コントロール（Destination Controls）] テーブルの値

説明フィールド

アプライアンスによって特定のホストに対して行われる発信接続の最大数。

（ドメインには、社内グループウェアのホストを含めることができます）。

同時接続

（Concurrent
Connections）

新しい接続が開始されるまでに、アプライアンスから特定のホストに対する単

一発信接続に対して許可されるメッセージの最大数。

接続あたりの最

大メッセージ数

（Maximum
Messages Per
Connection）
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説明フィールド

特定の期間内に許可される受信者の最大数。[なし（None）]は、当該ドメイン
に対して、受信者の制限がないことを示します。

アプライアンスが受信者の数を数える最小期間（1～ 60分）。期間に「0」を
指定すると、この機能がディセーブルになります。

受信者制限を変更すると、すでにキュー内にあるすべてのメッセー

ジのカウンタがリセットされます。アプライアンスは、新しい受信

者制限に基づいてメッセージを配信します。

（注）

受信者

（Recipients）

制限がドメイン全体に適用（強制）されるかどうかを指定します。

この設定は、接続、メッセージ、受信者の制限に適用されます。

制限がシステム全体と各 Virtual Gatewayアドレスのどちらに適用されるのか
を指定します。

IPアドレスのグループを設定しても、仮想ゲートウェイを設定して
いない場合は、仮想ゲートウェイごとに適用制限を設定しないでく

ださい。この設定は、仮想ゲートウェイを使用するように設定され

たシステムのみを対象にしています。仮想ゲートウェイの設定方法

については、Virtual Gateway™テクノロジーを使用してすべてのホ
ストされたドメインでの構成のメールゲートウェイ,（741ページ）
を参照してください。

（注）

制限の適用

（Apply Limits）

制限がVirtualGatewayアドレスごとに適用される場合でも、システム全体の制限を仮想ゲート
ウェイの数で除算した値をVirtualGatewayの制限に設定することによって、システム全体の制
限を効果的に実装できます。たとえば、4つの仮想ゲートウェイアドレスが設定されていて、
ドメイン yahoo.comに対して 100より多くの同時接続を開かないようにするには、仮想ゲート
ウェイの制限を同時接続数 25に設定します。

delivernowコマンドをすべてのドメインに対して実行すると、destconfigコマンドで追跡され

ているすべてのカウンタがリセットされます。

（注）

TLS の管理
ドメイン単位でTransport Layer Security（TLS;トランスポート層セキュリティ）を設定することも
できます。[必須（Required）]設定が指定された場合、アプライアンスのリスナーからドメインの
MTAに対して TLS接続がネゴシエートされます。ネゴシエーションに失敗すると、電子メール
はその接続を介して送信されません。詳細については、配信時のTLSおよび証明書検証の有効化,
（679ページ）を参照してください。

TLS接続が必要なドメインにメッセージを配信する際に TLSネゴシエーションが失敗した場合、
アプライアンスがアラートを送信するかどうかを指定できます。アラートメッセージには失敗し

たTLSネゴシエーションの宛先ドメイン名が含まれます。アプライアンスは、システムアラート
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のタイプの警告重大度レベルアラートを受信するよう設定されたすべての受信者にアラートメッ

セージを送信します。GUIの [システム管理（SystemAdministration）] > [アラート（Alerts）]ペー
ジ（または CLIの alertconfigコマンド）を使用してアラートの受信者を管理できます。

TLS接続アラートをイネーブルにするには、[送信先コントロール（Destination Controls）]ページ
の [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックまたは destconfig -> setupサブコマン
ドを使用します。これは、ドメイン単位ではなく、グローバルな設定です。アプライアンスが配

信を試行したメッセージの情報については、[モニタ（Monitor）] > [メッセージトラッキング
（Message Tracking）]ページまたはメールログを使用します。

すべての発信 TLS接続に使用する証明書を指定する必要があります。[送信先コントロール
（Destination Controls）]ページの [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]または destconfig
-> setupサブコマンドを使用して、証明書を指定します。証明書の取得方法については、証明書の
使用, （668ページ）を参照してください。

アラートの詳細については、「システム管理」の章を参照してください。

バウンス検証タギングの管理

送信されるメールにバウンス検証のタギングが行われるかどうかを指定できます。デフォルトに

対して指定することも、特定の宛先に対して指定することもできます。シスコでは、デフォルト

に対してバウンス検証をイネーブルにした後で、具体的な除外対象として新しい宛先を作成する

ことを推奨します。詳細については、バウンス検証, （734ページ）を参照してください。

バウンスの管理

リモートホストに配信する接続や受信者の数を制御できるだけでなく、そのドメインで使用され

るバウンスプロファイルを指定することもできます。指定すると、バウンスプロファイルは

destconfigコマンドの 5番めのカラムに表示されます。バウンスプロファイルを指定しない場合
は、デフォルトのバウンスプロファイルが使用されます。詳細については、新しいバウンスプロ

ファイルの作成, （723ページ）を参照してください。

新しい送信先コントロールエントリの追加

ステップ 1 [送信先の追加（Add Destination）]をクリックします。
ステップ 2 エントリを設定します。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

宛先制御設定のインポートおよびエクスポート

複数のドメインを管理している場合は、すべてのドメインの送信先コントロールエントリを定義

する単一の設定ファイルを作成して、アプライアンスにインポートできます。設定ファイルの形

式は、Windows INI設定ファイルと似ています。ドメインのパラメータはセクションにまとめら

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
729

ルーティングおよび配信機能の設定

[送信先コントロール（Destination Controls）] の使用



れ、セクション名としてドメイン名が使用されます。たとえば、セクション名 [example.com]を使
用して、ドメインexample.comのパラメータをグループにします。定義されないすべてのパラメー

タは、デフォルトの送信先コントロールエントリから継承されます。デフォルトの送信先コント

ロールエントリのパラメータを定義するには、設定ファイルに[デフォルト（DEFAULT）]セクション

を含めます。

設定ファイルをインポートすると、アプライアンスの送信先コントロールエントリがすべて上書

きされます。ただし、設定ファイルに[デフォルト（DEFAULT）]セクションが含まれていない場合、

デフォルトエントリは上書きされません。その他すべての既存の送信先コントロールエントリは

削除されます。

設定ファイルでは、ドメインに対して次のパラメータを定義できます。[デフォルト（DEFAULT）]セ

クションには bounce_profileパラメータを除くすべてのパラメータが必要です。

表 58：送信先コントロール設定ファイルのパラメータ

説明パラメータ名

ドメインに対してインターネットプロトコルバージョンを指定します。

次のいずれかの値を入力します。

• IPv6「Preferred」の場合の PREFER_V6

• IPv6「Required」の場合の REQUIRE_v6

• IPv4「Preferred」の場合の PREFER_V4

• IPv4「Required」の場合の REQUIRE_v4

ip_sort_pref

アプライアンスによって特定のホストに対して行われる発信接続の最大

数。

ドメインに対してこのパラメータを定義する場合は、limit_typeおよび

limit_applyパラメータも定義する必要があります。

max_host_concurrency

新しい接続が開始されるまでに、アプライアンスから特定のホストに対す

る単一発信接続に対して許可されるメッセージの最大数。

max_messages_per_connection

アプライアンスが受信者の数を数える期間（1～ 60分）。受信者制限を
適用しないようにする場合は、未定義のままにします。

recipient_minutes

特定の期間内に許可される受信者の最大数。受信者制限を適用しないよう

にする場合は、未定義のままにします。

ドメインに対してこのパラメータを定義する場合は、recipient_minutes、

limit_type、および limit_applyパラメータも定義する必要があります。

recipient_limit
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説明パラメータ名

制限がドメイン全体とそのドメインに指定された各メール交換 IPアドレ
スのどちらに適用されるのかを指定します。

次のいずれかの値を入力します。

• 0（または host）：ドメインの場合

• 1（または MXIP）：メール交換 IPアドレスの場合

limit_type

制限がシステム全体と各 Virtual Gatewayアドレスのどちらに適用される
のかを指定します。

次のいずれかの値を入力します。

• 0（または system）：システム全体の場合

• 1（または VG）：仮想ゲートウェイの場合

limit_apply

バウンス検証アドレスタギングをオンにするかどうかを指定します。

次のいずれかの値を入力します。

• 0（または off）

• 1（または on）

bounce_validation

ドメインの TLS設定を指定します。詳細については、配信時の TLSおよ
び証明書検証の有効化, （679ページ）を参照してください。

次のいずれかの値を入力します。

• 0（または off）

• 1（または on）「推奨（Preferred）」の場合

• 2（または required）「必須（Required）」の場合

• 3（または on_verify）「推奨（検証）（Preferred (Verify)）」の場合

• 4（または require_verify）：「必須（検証）（Required (Verify)）」
の場合

文字列には、大文字と小文字の区別はありません。

table_tls

使用するバウンスプロファイルの名前。[デフォルト（DEFAULT）]送信先コ

ントロールエントリでは使用できません。

bounce_profile
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説明パラメータ名

必須の TLS接続が失敗した場合にアラートを送信するかどうか。

次のいずれかの値を入力します。

• 0（または off）

• 1（または on）

これはグローバル設定であり、[デフォルト（DEFAULT）]送信先コント
ロールエントリでのみ使用できます。

send_tls_req_alert

発信TLS接続で使用される証明書。これはグローバル設定であり、[デフォ

ルト（DEFAULT）]送信先コントロールエントリでのみ使用できます。

証明書を指定しない場合は、デモの証明書が割り当てられます

が、デモの証明書を使用することはセキュアではないため、通

常の使用には推奨できません。

（注）

certificate

ドメイン example1.com、example2.com、およびデフォルトの送信先コントロールエントリの例を
次に示します。

[DEFAULT]

ip_sort_pref = PREFER_V6

max_host_concurrency = 500

max_messages_per_connection = 50

recipient_minutes = 60

recipient_limit = 300

limit_type = host

limit_apply = VG

table_tls = off

bounce_validation = 0

send_tls_req_alert = 0

certificate = example.com

[example1.com]

ip_sort_pref = PREFER_V6

recipient_minutes = 60

recipient_limit = 100

table_tls = require_verify

limit_apply = VG

bounce_profile = tls_failed

limit_type = host
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[example2.com]

table_tls = on

bounce_profile = tls_failed

上記の例では、example1.comおよび example2.comについて次の送信先コントロールエントリが
生成されます。

example1.com

IP Address Preference: IPv6 Preferred

Maximum messages per connection: 50

Rate Limiting:

500 concurrent connections

100 recipients per 60 minutes

Limits applied to entire domain, across all virtual gateways

TLS: Required (Verify)

Bounce Profile: tls_failed

example2.com

IP Address Preference: IPv6 Preferred

Maximum messages per connection: Default

Rate Limiting: Default

TLS: Preferred

Bounce Profile: tls_failed

[送信先コントロール（Destination Controls）]ページの [テーブルのインポート（Import Table）]ボ
タン、または destconfig -> importコマンドを使用して、設定ファイルをインポートします。[送
信先コントロール（Destination Controls）]ページの [テーブルのエクスポート（Export Table）]ボ
タン、または destconfig -> exportコマンドを使用して、送信先コントロールエントリを INI
ファイルにエクスポートすることもできます。エクスポートされた INIファイルには [デフォルト

（Default）]ドメイン管理エントリも含まれています。

宛先制御と CLI
CLIで destconfigコマンドを使用して、送信先コントロールエントリを設定できます。このコマ
ンドについては、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照し
てください。
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バウンス検証
「バウンス」メッセージは、受信側のMTAによって送信される新しいメッセージで、元の電子
メールのエンベロープ送信者が新しいエンベロープ受信者として使用されます。このバウンスは、

元のメッセージが配信不可能なときに（通常は、受信者アドレスが存在しないため）、通常は空

のエンベロープ送信者（MAIL FROM: < >）でエンベロープ受信者に送り返されます。

スパム送信者は、誤った宛先を指定したバウンス攻撃による電子メールインフラストラクチャへ

の攻撃をますます増やしています。このような攻撃は、未知の正当なメールサーバによって送信

される、膨大なバウンスメッセージによって行われます。基本的に、スパム送信者が使用するプ

ロセスでは、オープンリレーおよび「ゾンビ」ネットワークを経由してさまざまなドメインで無

効な可能性のあるアドレス（エンベロープ受信者）に電子メールを送信します。このようなメッ

セージでは、エンベロープ送信者が偽装されるため、スパムは正当なドメインから送信されたよ

うに見えます（これは「Joe job（ジョージョブ）」とも呼ばれます）。

次に、無効なエンベロープ受信者による着信電子メールごとに、受信側のメールサーバによって

新しい電子メール（バウンスメッセージ）が生成され、一緒に無実なドメイン（エンベロープ送

信者アドレスが偽装されたドメイン）の電子メール送信者宛に送信されます。その結果、このター

ゲットドメインは、「誤った宛先が指定された」膨大なバウンスを受信します。このバウンス

メッセージは、数百万にもおよぶことがあります。このような分散DoS攻撃により、電子メール
インフラストラクチャがダウンして、ターゲットが正当な電子メールの送受信を行えなくなりま

す。

誤った宛先を指定したバウンス攻撃に対処するため、AsyncOSには [バウンス検証（Bounce
Verification）]が用意されています。イネーブルにすると、バウンス検証によって、そのアプライ
アンスから送信されたメッセージのエンベロープ送信者アドレスにタグが付けられます。次に、

アプライアンスで受信したバウンスメッセージで、エンベロープ受信者にこのタグが付いている

かどうかがチェックされます。正当なバウンス（このタグが付いている）であれば、タグが外さ

れて配信されます。タグが付いていないバウンスメッセージは、別の処理を行えます。

バウンス検証を使用して、発信メールに基づいて着信バウンスメッセージを管理できます。アプ

ライアンスで着信メールに基づいて発信バウンスを生成する方法の制御については、バウンスし

た電子メールの処理, （715ページ）を参照してください。

概要：タギングとバウンス検証

バウンス検証をイネーブルにして電子メールを送信すると、アプライアンスにより、メッセージ

のエンベロープ送信者アドレスが書き換えられます。たとえば、MAIL FROM: joe@example.com
がMAIL FROM: prvs=joe=123ABCDEFG@example.comになるとします。この例の 123...という文
字列は、「バウンス検証タグ」であり、アプライアンスによって送信されるときに、エンベロー

プ送信者に追加されます。このタグは、バウンス検証設定で定義されたキーを使用して生成され

ます（キーの指定については、バウンス検証アドレスのタギングキー,（735ページ）を参照して
ください）。このメッセージがバウンスすると、バウンス内のエンベロープ受信者アドレスに通

常はこのバウンス検証タグが含まれます。
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デフォルトではシステム全体でバウンス検証タギングをイネーブルまたはディセーブルにできま

す。特定のドメインに対してバウンス検証タギングをイネーブルまたはディセーブルにすること

もできます。ほとんどの場合、デフォルトでイネーブルにしておき、除外する具体的なドメイン

を [送信先コントロール（Destination Controls）]テーブルに列挙します（[送信先コントロール
（Destination Controls）]の使用, （726ページ）を参照）。

メッセージにタグ付きのアドレスがすでに含まれている場合は、別のタグが追加されません（ア

プライアンスがバウンスメッセージを DMZ内のアプライアンスに配信する場合）。

着信バウンスメッセージの処理

有効なタグが含まれているバウンスは配信されます。タグが削除され、エンベロープ受信者が復

元されます。これは、電子メールパイプラインのドメインマップ処理の直後に発生します。アプ

ライアンスでタグの付いていないバウンスやタグが無効に付いたバウンスの処理方法として、拒

否するのか、それともカスタムヘッダーを追加するのかを定義できます。詳細については、バウ

ンス検証設定値の設定, （737ページ）を参照してください。

バウンス検証タグが存在しない場合、タグの生成に使用されたキーが変更された場合、またはメッ

セージが 7日より古い場合、そのメッセージはバウンス検証で定義された設定に従って扱われま
す。

たとえば、次のメールログには、アプライアンスで拒否されたバウンスメッセージが示されてい

ます。

Fri Jul 21 16:02:19 2006 Info: Start MID 26603 ICID 125192

Fri Jul 21 16:02:19 2006 Info: MID 26603 ICID 125192 From: <>

Fri Jul 21 16:02:40 2006 Info: MID 26603 ICID 125192 invalid bounce, rcpt address
<bob@example.com> rejected by bounce verification.
Fri Jul 21 16:03:51 2006 Info: Message aborted MID 26603 Receiving aborted by sender

Fri Jul 21 16:03:51 2006 Info: Message finished MID 26603 aborted

非バウンスメールを独自の社内メールサーバ（Exchangeなど）に配信する場合は、その社内
ドメインに対してバウンス検証タギングを無効にしてください。

（注）

AsyncOSでは、バウンスがヌルのMAIL FROMアドレス（<>）が設定されたメールであると見な
されます。タグ付きのエンベロープ受信者が含まれる可能性のある非バウンスメッセージの場合

は、より緩やかなポリシーが適用されます。そのような場合、7日でのキー失効は無視され、古
いキーとの一致も調べられます。

バウンス検証アドレスのタギングキー

タギングキーは、バウンス検証タグを生成するときにアプライアンスで使用されるテキスト文字

列です。ドメインから発信されるすべてのメールには一貫してタグが付けられるため、すべての

アプライアンスで同じキーを使用することが理想的です。そのようにして、あるアプライアンス

で発信メッセージのエンベロープ送信者にタグが付けられる場合、別のアプライアンスからバウ

ンスを受信しても、その着信バウンスが検証および配信されます。
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タグには 7日間の猶予期間があります。たとえば、7日間のうちにタギングキーを複数回変更で
きます。その場合、アプライアンスは 7日よりも新しいこれまでのすべてのキーを使用して、タ
グの付いたメッセージを検証しようとします。

タグなしのバウンスされたメッセージの合法的受け入れ

AsyncOSには、バウンス検証に関連して、タグの付いていないバウンスを有効とするかどうかを
検討するHAT設定もあります。デフォルト設定は「いいえ」であり、タグの付いていないバウン
スは無効であると見なされます。さらに、[メールポリシー（Mail Policies）] > [バウンス検証
（Bounce Verification）]ページで選択されたアクションに従って、メッセージが拒否されるか、
またはカスタムヘッダーが付加されます。「はい」を選択した場合、タグの付いていないバウン

スは有効であると見なされ、受け入れられます。これは、次のようなシナリオで使用できます。

電子メールをメーリングリストに送信することを検討しているユーザがいるとします。しかし、

メーリングリストでは、エンベロープ送信者の固定セットからのメッセージのみを受け入れてい

ます。そのような場合、ユーザからのタグ付きメッセージは受け入れられません（タグは定期的

に変更されるため）。

ステップ 1 ユーザがメールを送信しようとするドメインを [送信先コントロール（Destination Controls）]テーブルに
追加し、そのドメインに対するタギングをディセーブルにします。この時点で、ユーザは問題なくメール

を送信できます。

ステップ 2 しかし、そのドメインからのバウンスにはタグが付いていないため、バウンス受信を適切にサポートする

には、そのドメインの送信者グループを作成し、[承認（Accept）]メールフローポリシーの [タグなしバ
ウンスを有効と見なす（Consider Untagged Bounces to be Valid）]パラメータをイネーブルにします。

バウンス検証を使用してバウンスメッセージストームを防止

ステップ 1 タギングキーを入力します。詳細については、[バウンス検証アドレスのタグ付けキー（BounceVerification
Address Tagging Keys）]の設定, （737ページ）を参照してください。

ステップ 2 バウンス検証設定を編集します。詳細については、バウンス検証設定値の設定,（737ページ）を参照して
ください。

ステップ 3 [送信先コントロール（DestinationControls）]を使用したバウンス検証をイネーブルにします。詳細につい
ては、[送信先コントロール（Destination Controls）]の使用, （726ページ）を参照してください。
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[バウンス検証アドレスのタグ付けキー（Bounce Verification Address Tagging Keys）]
の設定

[バウンス検証アドレスのタグ付けキー（Bounce Verification Address Tagging Keys）]のリストに
は、現在のキー、および過去に使用してまだ削除されていないキーが示されます。新規のキーを

追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [バウンス検証（Bounce Verification）]ページで、[キーを追加（New
Key）]をクリックします。

ステップ 2 テキスト文字列を入力し、[送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 3 変更を保存します。

キーの削除

古いアドレスタギングキーを削除するには、プルダウンメニューから削除するルールを選択し、

[除去（Purge）] をクリックします。

バウンス検証設定値の設定

バウンス検証設定では、無効なバウンスを受信したときに実行するアクションを指定します。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [バウンス検証（Bounce Verification）]を選択します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 無効なバウンスを拒否するのか、カスタムヘッダーをメッセージに追加するのかを選択します。ヘッダー

を追加する場合は、ヘッダーの名前と値を入力します。

ステップ 4 必要に応じて、スマート例外機能をイネーブルにします。この設定を使用すると、（着信メールと発信

メールの両方で1つのリスナーを使用している場合であっても）着信メールメッセージ、および社内メー
ルサーバで生成されるバウンスメッセージをバウンス検証処理から自動的に除外できるようにします。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

CLI を使用したバウンス検証の構成
CLIで bvconfigコマンドおよび destconfigコマンドを使用して、バウンス検証を設定できます。こ
れらのコマンドについては、『CLI ReferenceGuide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』
で説明します。
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バウンス検証とクラスタ設定

バウンス検証は、両方のアプライアンスで同じ「バウンスキー」を使用している限り、クラスタ

設定で動作します。同じキーを使用する場合は、どちらのシステムでも正当なバウンスを受け入

れられる必要があります。変更後のヘッダータグ/キーは、各アプライアンスに固有ではありませ
ん。

電子メール配信パラメータの設定
deliveryconfigコマンドは、アプライアンスから電子メールを配信するときに使用されるパラメー
タを設定します。

アプライアンスは、SMTPとQMQPという複数のメールプロトコルを使用してメールを受信しま
す。ただし、すべての発信電子メールは、SMTPを使用して配信されます。このため、deliveryconfig
コマンドではプロトコルの指定が不要です。

このセクションに記載されている機能またはコマンドには、ルーティングの優先順位に影響を

与えるものや、影響を受けるものが含まれています。詳細については、付録「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。

（注）

デフォルトの配信 IP インターフェイス
デフォルトで、電子メール配信には IPインターフェイスまたは IPインターフェイスグループが
使用されます。現在設定されているどの IPインターフェイスまたは IPインターフェイスグルー
プでも設定できます。特定のインターフェイスが指定されない場合は、AsyncOSは、受信者ホス
トと通信するときに、SMTP HELOコマンドでデフォルトの配信インターフェイスと関連付けら
れたホスト名を使用します。IPインターフェイスを設定するには、interfaceconfigコマンドを使用
します。

電子メール配信インターフェイスの自動選択を使用するときのルールは次のとおりです。

•リモートの電子メールサーバが設定済みインターフェイスのいずれかと同じサブネット上に
ある場合、トラフィックは一致するインターフェイス上を流れます。

• auto-selectに設定した場合、routeconfigを使用して設定したスタティックルートが有効にな
ります。

•そうでない場合、デフォルトゲートウェイと同じサブネット上にあるインターフェイスが使
用されます。すべての IPアドレスで宛先に対するルートが同等の場合、使用可能なうち最も
効率的なインターフェイスが使用されます。
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[配信可能性あり（Possible Delivery）] 機能

この機能を有効にすると、メッセージ配信が信頼できなくなり、メッセージの損失につながる

ことがあります。また、アプライアンスは RFC 5321に準拠しない状態になります。詳細につ
いては、http://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-6.1.を参照してください。

注意

[配信可能性あり（Possible Delivery）]機能が有効になると、AsyncOSでは、メッセージ本文が配
信されてから受信者ホストがメッセージの受信を確認するまでの間にタイムアウトするすべての

メッセージを「配信可能性あり」であるとみなして扱います。この機能を使用すると、受信者ホ

ストで連続するエラーにより受信の確認が妨げられる場合に、メッセージのコピーを複数受信し

なくて済みます。AsyncOSでは、この受信を配信可能性ありとしてメールログに記録し、その
メッセージを完了したものとして見なします。

デフォルトの最大同時接続数

アプライアンスが発信メッセージの配信で確立するデフォルトの最大同時接続数も指定できます。

（システム全体のデフォルトはドメインごとに 10,000接続です）（この制限は、リスナーあたり
の最大同時発信メッセージ配信数（リスナーあたりのデフォルトは、プライベートリスナーで

600接続、パブリックリスナーで 1000接続です）。デフォルトよりも小さい値を設定すると、
ゲートウェイが弱いネットワークを支配しないようにすることができます。たとえば、特定のファ

イアウォールが大量の接続をサポートしない場合、そのような環境ではこれが原因で Denial of
Service（DoS;サービス拒否）警告が引き起こされることがあります。

deliveryconfig の例
次の例では、deliveryconfigコマンドを使用し、[配信可能性あり（Possible Delivery）]をイネー
ブルにして、デフォルトのインターフェイスを [自動（Auto）]に設定します。システム全体の最
大発信メッセージ配信は、9000接続です。
mail3.example.com> deliveryconfig

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure mail delivery.

[]> setup

Choose the default interface to deliver mail.

1. Auto

2. PublicNet2 (192.168.3.1/24: mail4.example.com)

3. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

4. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

5. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)
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[1]> 1

Enable "Possible Delivery" (recommended)? [Y]> y

Please enter the default system wide maximum outbound message delivery

concurrency

[10000]> 9000

mail3.example.com>

これで電子メールゲートウェイの設定は次のようになります。

図 51：宛先および配信パラメータの設定
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Virtual Gateway™テクノロジーを使用してすべてのホス
トされたドメインでの構成のメールゲートウェイ

この項では、Cisco Virtual Gateway™テクノロジーとその利点、Virtual Gatewayアドレスの設定方
法、および Virtual Gatewayアドレスのモニタおよび管理方法について説明します。

Cisco Virtual Gatewayテクノロジーでは、ホストするすべてのドメインに対して異なる IPアドレ
ス、ホスト名、およびドメインを使用してエンタープライズメールゲートウェイを設定し、同じ

物理アプライアンス内にホストしている場合でも、それらのドメインに対して別々に企業の電子

メールポリシー強制およびスパム対策方針を作成できます。すべての Eメールセキュリティア
プライアンスモデルで使用可能な仮想ゲートウェイアドレスの数値は 255です。

概要

企業がカスタマーと電子メールで信頼性の高いコミュニケーションを実現できるように、シスコ

は独自の Virtual Gatewayテクノロジーを開発しました。Virtual Gatewayテクノロジーを使用する
と、アプライアンスを複数のVirtualGatewayアドレスに分割し、そのアドレスを使用して電子メー
ルを送受信できます。各 Virtual Gatewayアドレスには、別々の IPアドレス、ホスト名、ドメイ
ン、および電子メールキューが与えられます。

別々の IPアドレスとホスト名を各Virtual Gatewayアドレスに割り当てることにより、ゲートウェ
イ経由で配信される電子メールが受信者ホストで正しく識別され、重要な電子メールがスパムと

見なされてブロックされるのを防ぐことができます。アプライアンスには、Virtual Gatewayアド
レスごとに SMTP HELOコマンドで正しいホスト名を付与できる高度な機能があります。そのた
め、受信側の Internet Service Provider（ISP;インターネットサービスプロバイダー）が逆 DNS
ルックアップを実行すると、アプライアンスでは、その Virtual Gatewayアドレス経由で送信され
た電子メールの IPアドレスと一致させることができます。多くの ISPでは迷惑電子メールを検出
するために逆 DNSルックアップを使用しているため、この機能は非常に有用です。逆 DNSルッ
クアップでの IPアドレスが送信側ホストの IPアドレスと一致しない場合、ISPでは、送信者が不
正であると見なして、電子メールを破棄する頻度が高くなります。Cisco Virtual Gatewayテクノロ
ジーでは、逆 DNSルックアップが送信側の IPアドレスと常に一致するため、メッセージが意図
せずブロックされてしまうのを防げます。

各 Virtual Gatewayアドレスでのメッセージも、別々のメッセージキューに割り当てられます。受
信者ホストで特定の Virtual Gatewayアドレスからの電子メールをブロックしている場合、そのホ
スト宛のメッセージはキューに残され、最終的にはタイムアウトします。しかしブロックされて

いない別のVirtualGatewayキュー内にある同じドメイン宛のメッセージは、正常に配信されます。
これらのキューは、配信では別のものとして扱われますが、システム管理、ロギング、レポート

の機能では、全体的な観点からすべての Virtual Gatewayキューが一体のものとして扱われます。

Virtual Gateway アドレスの設定
Cisco Virtual Gatewayアドレスを設定する前に、電子メールの送信元として使用される IPアドレ
スのセットを割り当てる必要があります。（詳細については、付録「ネットワークと IPアドレス
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の割り当て」を参照してください。）また、IPアドレスが有効なホスト名に解決されるように
DNSサーバが正しく設定されている必要があります。DNSサーバが正しく設定されていれば、受
信者ホストで逆 DNSルックアップが実行されると、有効な IP/ホスト名のペアに解決されます。

仮想ゲートウェイで使用する新しい IP インターフェイスの作成
IPアドレスとホスト名が確立したら、Virtual Gatewayアドレスを設定するために、まずはその IP/
ホスト名のペアで新しい IPインターフェイスを作成します。それには、GUIの [ネットワーク
（Network）] > [IPインターフェイス（IP Interfaces）]ページ、または CLIの interfaceconfigコマン
ドを使用します。

IPインターフェイスを設定したら、複数の IPインターフェイスをインターフェイスグループへ
と結合できます。これらのグループは、電子メールの配信時に「ラウンドロビン」方式で順番に

使用される Virtual Gatewayアドレスに割り当てることができます。

必要な IPインターフェイスを作成したら、2つの方法で Virtual Gatewayアドレスを設定し、各 IP
インターフェイスまたはインターフェイスグループから送信される電子メールキャンペーンを定

義します。

• altsrchostコマンドを使用すると、特定の送信者 IPアドレスまたはエンベロープ送信者アドレ
スの情報からホストの IPインターフェイス（Virtual Gatewayアドレス）またはインターフェ
イスグループに電子メールをマッピングして配信できます。

•メッセージフィルタを使用して、特定ホストの IPインターフェイス（Virtual Gatewayアド
レス）またはインターフェイスグループを使用してフラグ付きのメッセージを配信するため

のフィルタを設定できます。送信元ホスト（Virtual Gatewayアドレス）変更アクション, （
238ページ）を参照してください。（この方法は前述の方法よりも柔軟性があり、強力です）。

IPインターフェイスを作成する詳細については、付録「アプライアンスへのアクセス」を参照し
てください。

ここまで、次の図に示すように定義された次のインターフェイスを用いて、電子メールゲート

ウェイの設定を使用してきました。

図 52：パブリックインターフェイスとプライベートインターフェイスの例
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次の例では、[IPインターフェイス（IP Interfaces）]ページで管理インターフェイスの他に 2つの
インターフェイス（PrivateNetおよび PublicNet）が設定されていることを確認できます。

図 53：[IPインターフェイスを編集（ IP Interface）] ページ

次に、[IPインターフェイスの追加（Add IP Interface）]ページを使用して、Data2イーサネットイ
ンターフェイス上に PublicNet2という名前の新しいインターフェイスを作成します。IPアドレス
192.168.2.2が使用され、ホスト名 mail4.example.comが指定されています。さらに、FTP（ポート
21）および SSH（ポート 22）がイネーブルになります。

図 54：[IPインターフェイスの追加（Add IP Interface）] ページ
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これで電子メールゲートウェイのコンフィギュレーションは次のようになります。

図 55：別のパブリックインターフェイスの追加

VirtualGatewayアドレスを使用すると、次の図に示すようなコンフィギュレーションも可能です。

図 56：1 つのイーサネットインターフェイス上にある 4 つの Virtual Gateway アドレス

4つの IPインターフェイスはそれぞれメール配信に使用できますが、インターネットからのメー
ルを受け入れるように設定されるのはパブリックリスナー 1つだけです。

メッセージから配信用 IP インターフェイスへのマッピング
altsrchostコマンドを使用すると、各アプライアンスを、電子メールの配信元となる複数の IPイ
ンターフェイス（Virtual Gatewayアドレス）にセグメント化することが最も単純で単刀直入な方
法です。ただし、メッセージを特定の Virtual Gatewayにマッピングする際にさらに強力で柔軟な
方法が必要であれば、メッセージフィルタの使用を検討してください。詳細については、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, （157ページ）を参照してください。

altsrchostコマンドを使用すると、次のいずれかに基づいて、電子メールの配信中に使用する IP
インターフェイスまたはインターフェイスグループを管理できます。
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•送信者の IPアドレス

•エンベロープ送信者アドレス

電子メールの配信元にする IPインターフェイスまたはインターフェイスグループを指定するに
は、送信者の IPアドレスまたはエンベロープ送信者アドレスを IPインターフェイスまたはイン
ターフェイスグループ（インターフェイス名またはグループ名で指定）とペアにするマッピング

キーを作成します。

AsyncOSでは、IPアドレスとエンベロープ送信者アドレスの両方をマッピングキーと比較しま
す。IPアドレスまたはエンベロープ送信者アドレスがいずれかのキーと一致する場合、対応する
IPインターフェイスが発信配信に使用されます。一致しない場合は、デフォルトの発信インター
フェイスが使用されます。

一致する可能性のあるキーを優先順に示します。

送信者の IPアドレスは完全一致する必要があります。

例：192.168.1.5

送信者の IPアドレス

エンベロープ送信者は、アドレス全体が完全一致する必要があります。

例：username@example.com

完全形式のエンベロープ

送信者

エンベロープ送信者アドレスの @記号までの部分に対してユーザ名構

文と一致させます。@記号を含める必要があります。例：username@

[ユーザ名（Username）]

エンベロープ送信者アドレスの @記号で始まる部分に対してドメイン

名構文と一致させます。@記号を含める必要があります。例：

@example.com

ドメイン

リスナーは altsrchostテーブルで情報をチェックし、マスカレード情報をチェックした後か

らメッセージフィルタがチェックされる前までに、電子メールを特定のインターフェイスに

転送します。

（注）

altsrchostコマンド内のサブコマンドを使用して、CLIで Virtual Gatewayにマッピングを作成し
ます。

説明構文

新しいマッピングを手動で作成します。new

マッピングの現在のリストを表示します。print

テーブルからマッピングを 1つ削除します。削除
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altsrchost ファイルのインポート
HAT、RAT、smtproutes、マスカレードテーブル、エイリアステーブルと同様に、altsrchostエン
トリはファイルをエクスポートおよびインポートして変更できます。

ステップ 1 altsrchostコマンドの exportサブコマンドを使用して、既存のエントリをファイル（ファイル名は自分で指
定）にエクスポートします。

ステップ 2 CLIの外部で、ファイルを取得します。（詳細については、FTP、SSH、およびSCPアクセス,（1257ペー
ジ）を参照してください）。

ステップ 3 テキストエディタを使用して、ファイルに新しいエントリを作成します。ルールが altsrchostテーブルに
出現する順序が重要です。

ステップ 4 ファイルを保存してインターフェイスの「altsrchost」ディレクトリに配置し、インポートできるようにし
ます。（詳細については、FTP、SSH、および SCPアクセス, （1257ページ）を参照してください）。

ステップ 5 altsrchostの importサブコマンドを使用して、編集したファイルをインポートします。

altsrchost の制限
altsrchostエントリは、最大 1,000個まで定義できます。

altsrchost コマンド用に有効なマッピングが記載されたテキストファイルの例
# Comments to describe the file

@example.com DemoInterface

paul@ PublicInterface

joe@ PublicInterface

192.168.1.5, DemoInterface

steve@example.com PublicNet

importおよび exportサブコマンドは、1行単位で実行され、送信者 IPアドレスまたはエンベロー
プ送信者アドレスの行をインターフェイス名にマッピングします。スペース以外の文字からなる

1番めのブロックがキー、スペース以外の文字からなる 2番めのブロックがインターフェイス名
となり、カンマ（,）またはスペース（）で区切ります。コメント行はナンバー記号（#）で始ま
り、無視されます。

CLI を使用した altsrchost マッピングの追加
次の例では、altsrchostテーブルが出力されて、既存のマッピングがないことが示されます。そ

の後、2つのエントリが作成されます。
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•グループウェアサーバホスト @exchange.example.comからのメールは、PublicNetインター
フェイスにマッピングされます。

•送信者 IPアドレス 192.168.35.35（たとえば、マーケティングキャンペーンメッセージング
システム）からのメールは、PublicNet2インターフェイスにマッピングされます。

最後に、確認のために altsrchostマッピングが出力されて、変更が確定されます。

mail3.example.com> altsrchost

There are currently no mappings configured.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new mapping.

- IMPORT - Load new mappings from a file.

[]> new

Enter the Envelope From address or client IP address for which you want to set up a
Virtual Gateway mapping. Partial addresses such as "@example.com" or "user@" are
allowed.

[]> @exchange.example.com

Which interface do you want to send messages for @exchange.example.com from?

1. PublicNet2 (192.168.2.2/24: mail4.example.com)

2. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

3. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

4. PublicNet (192.168.2.1/24: mail4.example.com)

[1]> 4

Mapping for @exchange.example.com on interface PublicNet created.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new mapping.

- EDIT - Modify a mapping.

- DELETE - Remove a mapping.

- IMPORT - Load new mappings from a file.

- EXPORT - Export all mappings to a file.

- PRINT - Display all mappings.

- CLEAR - Remove all mappings.

[]> new

Enter the Envelope From address or client IP address for which you want to set up a
Virtual Gateway mapping. Partial addresses such as "@example.com" or "user@" are
allowed.

[]> 192.168.35.35

Which interface do you want to send messages for 192.168.35.35 from?

1. PublicNet2 (192.168.2.2/24: mail4.example.com)
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2. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

3. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

4. PublicNet (192.168.2.1/24: mail4.example.com)

[1]> 1

Mapping for 192.168.35.35 on interface PublicNet2 created.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new mapping.

- EDIT - Modify a mapping.

- DELETE - Remove a mapping.

- IMPORT - Load new mappings from a file.

- EXPORT - Export all mappings to a file.

- PRINT - Display all mappings.

- CLEAR - Remove all mappings.

[]> print

1. 192.168.35.35 -> PublicNet2

2. @exchange.example.com -> PublicNet

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new mapping.

- EDIT - Modify a mapping.

- DELETE - Remove a mapping.

- IMPORT - Load new mappings from a file.

- EXPORT - Export all mappings to a file.

- PRINT - Display all mappings.

- CLEAR - Remove all mappings.

[]>

mail3.example.com> commit

Please enter some comments describing your changes:

[]> Added 2 altsrchost mappings

Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]> n

Changes committed: Fri May 23 11:42:12 2014 GMT
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この例におけるコンフィギュレーションの変更を次の図に示します。

図 57：例：使用する IP インターフェイスまたはインターフェイスグループの選択

Virtual Gateway アドレスのモニタ
Virtual Gatewayアドレスごとに独自の配信用電子メールキューがありますが、システム管理、ロ
ギング、レポートの機能では、全体的な観点からすべての Virtual Gatewayキューが一体のものと
して扱われます。Virtual Gatewayキューごとに受信者ホストのステータスをモニタするには、
hoststatusおよび hostrateコマンドを使用します。「CLIによる管理およびモニタリング」の章の
「モニタリングに使用できるコンポーネントの読み取り」を参照してください。

hoststatusコマンドは、特定の受信者ホストに関する電子メール動作のモニタリング情報を返しま
す。

Virtual Gatewayテクノロジーを使用している場合は、各 Virtual Gatewayアドレスに関する情報も
表示されます。このコマンドは、返されるホスト情報のドメインを入力する必要があります。

AsyncOSキャッシュに格納されているDNS情報と、受信者ホストから最後に返されたエラーも表
示されます。返されるデータは、最後に実行した resetcountersコマンドからの累積です。

返される統計情報は、カウンタとゲージの 2つのカテゴリにグループ化されます。さらに、返さ
れる他のデータには、最後のアクティビティ、MXレコード、最後の 5XXエラーがあります。

Virtual Gateway アドレスごとの配信接続の管理
一部のシステムパラメータには、システムレベルと Virtual Gatewayアドレスレベルで設定が必
要です。

たとえば、一部の受信者 ISPでは、各クライアントホストに許可されている接続数を制限してい
ます。そのため、特に電子メールが複数のVirtualGatewayアドレスで配信されているときに、ISP
との関係を管理することが必要です。

destconfigコマンド、および仮想ゲートウェイアドレスに対する影響については、宛先制御による
電子メール配信の管理, （724ページ）を参照してください。
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Virtual Gatewayアドレスの「グループ」を作成すると、グループが 254個の IPアドレスで構成さ
れている場合であっても、Virtual Gatewayのグッドネイバーテーブル設定がグループに適用され
ます。

たとえば、254個の発信 IPアドレスのグループを作成して、「ラウンドロビン」方式で順番に使
用するようにセットアップされているとします。また、small-isp.comのグッドネイバーテーブル
で、同時接続数がシステムの場合は 100、Virtual Gatewayアドレスの場合は 10であるとします。
このコンフィギュレーションでは、そのグループ内の 254個の IPアドレスすべてに対して、合計
で 10よりも多くの接続が開くことはありません。グループは、単一のVirtual Gatewayアドレスと
して扱われます。

グローバル配信停止機能の使用
特定の受信者、受信者ドメイン、または IPアドレスがアプライアンスからメッセージを受信しな
いようにするには、AsyncOSの [グローバル配信停止（Global Unsubscribe）]機能を使用します。
unsubscribeコマンドを使用すると、[グローバル配信停止（Global Unsubscribe）]リストにアドレ
スを追加/削除したり、この機能を有効および無効にすることができます。「グローバルに配信停
止された」ユーザ、ドメイン、電子メールアドレス、および IPアドレスのリストで、すべての受
信者アドレスがチェックされます。受信者がリスト内のアドレスと一致する場合、受信者はドロッ

プされるかハードバウンスされ、Global Unsubscribe（GUS;グローバル配信停止）カウンタが増
分されます。（ログファイルには、一致する受信者がドロップされたのかハードバウンスされた

のかが記録されます）。GUSのチェックは、電子メールを受信者に送信する直前に行われるた
め、システムで送信されるすべてのメッセージが検査されます。

[グローバル配信停止（Global Unsubscribe）]機能は、メーリングリストからの名前の削除や
メーリングリストの全般的な保守に代わるものではありません。この機能は、不適切なエン

ティティに電子メールが配信されないようにするフェールセーフメカニズムとして動作する

ことを目的としています。

（注）

[グローバル配信停止（Global Unsubscribe）]には最大 10,000アドレスを指定できます。[グローバ
ル配信停止（GlobalUnsubscribe）]に追加されたアドレスは、次の 4つのうちいずれかの形式をと
ります。

表 59：グローバル配信停止の構文

完全形式の電子メールアドレス

この構文は、特定ドメインの特定受信者をブ

ロックするために使用されます。

username@example.com

[ユーザ名（Username）]

ユーザ名構文は、すべてのドメインで特定ユー

ザ名を持つすべての受信者をブロックします。

構文は、ユーザ名の後にアットマーク（@）を
付けます。

username@
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ドメイン

ドメイン構文は、特定ドメイン宛のすべての受

信者をブロックするために使用されます。構文

は、具体的なドメインの前にアットマーク

（@）を付けます。

@example.com

部分ドメイン

部分ドメイン構文は、特定ドメイン宛およびそ

のすべてのサブドメイン宛のすべての受信者を

ブロックするために使用されます。

@.example.com

IPアドレス

IPアドレス構文は、特定 IPアドレス宛のすべ
ての受信者をブロックするために使用されま

す。単一 IPアドレスで複数ドメインをホスト
している場合に、この構文が便利です。構文

は、一般的なドット区切りのオクテット IPア
ドレスです。

10.1.28.12

CLI を使用したグローバル配信停止へのアドレスの追加
この例では、アドレス user@example.netがグローバル配信停止リストに追加され、メッセージを

ハードバウンスするように機能が設定されます。このアドレスに送信されるメッセージはバウン

スされます。配信の直前にメッセージがバウンスされます。

mail3.example.com> unsubscribe

Global Unsubscribe is enabled. Action: drop.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- IMPORT - Import entries from a file.

- SETUP - Configure general settings.

[]> new

Enter the unsubscribe key to add. Partial addresses such as

"@example.com" or "user@" are allowed, as are IP addresses. Partial hostnames such as

"@.example.com" are allowed.

[]> user@example.net

Email Address 'user@example.net' added.

Global Unsubscribe is enabled.

Choose the operation you want to perform:
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- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- SETUP - Configure general settings.

- CLEAR - Remove all entries.

[]> setup

Do you want to enable the Global Unsubscribe feature? [Y]> y

Would you like matching messages to be dropped or bounced?

1. Drop

2. Bounce

[1]> 2

Global Unsubscribe is enabled. Action: bounce.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- PRINT - Display all entries.

- IMPORT - Import entries from a file.

- EXPORT - Export all entries to a file.

- SETUP - Configure general settings.

- CLEAR - Remove all entries.

[]>

mail3.example.com> commit

Please enter some comments describing your changes:

[]> Added username “user@example.net” to global unsubscribe

Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]> n

Changes committed: Fri May 23 11:42:12 2014 GMT
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グローバル配信停止ファイルのエクスポートおよびインポート

HAT、RAT、smtproutes、スタティックマスカレードテーブル、エイリアステーブル、ドメイン
マップテーブル、altsrchostエントリと同様に、グローバル配信停止エントリはファイルをエクス
ポートおよびインポートして変更できます。

ステップ 1 unsubscribeコマンドの exportサブコマンドを使用して、既存のエントリをファイル（ファイル名は自分で
指定）にエクスポートします。

ステップ 2 CLIの外部で、ファイルを取得します。（詳細については、FTP、SSH、およびSCPアクセス,（1257ペー
ジ）を参照してください）。

ステップ 3 テキストエディタを使用して、ファイルに新しいエントリを作成します。

ファイル内でエントリを区切るには、改行します。あらゆるオペレーティングシステムの改行表現を使用

できます（<CR>、<LF>、または <CR><LF>）。コメント行はナンバー記号（#）で始まり、無視されま
す。たとえば、次のファイルでは、単一の受信者電子メールアドレス（test@example.com）、特定ドメイ
ンのすべての受信者（@testdomain.com）、複数ドメインで同じ名前を持つすべてのユーザ（testuser@）、
および特定 IPアドレスの任意の受信者（11.12.13.14）が除外されます。

# this is an example of the global_unsubscribe.txt file
test@example.com
@testdomain.com
testuser@
11.12.13.14

ステップ 4 ファイルを保存してインターフェイスの configurationディレクトリに配置し、インポートできるようにし
ます。（詳細については、FTP、SSH、および SCPアクセス, （1257ページ）を参照してください）。

ステップ 5 unsubscribeの importサブコマンドを使用して、編集したファイルをインポートします。

確認：電子メールパイプライン
次の表に、受信から配信へのルーティングまで、電子メールがシステムでルーティングされる様

子の概要を示します。各機能は上から順に実行されます。ここでは簡単に説明します。「表：E
メールセキュリティアプライアンスの電子メールパイプライン：ルーティングおよび配信機能」

の影付きの部分は、ワークキューで実行される処理を表します。

このパイプラインに含まれる機能の設定の大部分は、traceコマンドを使用してテストできます。
詳細については、「トラブルシューティング」の章の「テストメッセージを使用したメールフ

ローのデバッグ：トレース」を参照してください。

発信メールの場合は、アウトブレイクフィルタステージの後にデータ漏洩防止スキャニング

が実行されます。

（注）
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表 60：E メールセキュリティアプライアンスの電子メールパイプライン：電子メール受信機能

説明機能

接続の ACCEPT、REJECT、RELAY、または TCPREFUSE。

最大アウトバウンド接続数

IPアドレスあたりの最大同時インバウンド接続数

接続あたりの最大メッセージサイズおよびメッセージ数

メッセージあたりおよび時間あたりの最大受信者数

TCPリッスンキューサイズ

TLS：no/preferred/required

SMTP AUTH：no/preferred/required

不正な形式の FROMヘッダーを持つ電子メールのドロップ

送信者検証例外テーブル内のエントリからのメールを常に受け入れるか拒否します。

SenderBaseオン/オフ（IPプロファイリング/フロー制御）

ホストアクセステーブ

ル（HAT）

ホスト DNS送信者検証

送信者グループ

エンベロープ送信者検証

送信者検証例外テーブル

メールフローポリシー

受け入れた電子メールに対する Receivedヘッダーの追加：オン/オフ。Receivedヘッダー

「素」ユーザアドレスにデフォルトドメインを追加します。デフォルトドメイン

着信バウンスメッセージを正規メッセージとして検証します。バウンス検証

ドメインマップテーブル内のドメインと一致するメッセージに含まれている各受信者のエ

ンベロープ受信者の書き換え。

ドメインマップ

（パブリックリスナーのみ）RCPT TOおよびカスタム SMTP応答内の受信者の ACCEPT
または REJECT。特別な受信者にスロットリングのバイパスを許可します。

受信者アクセステーブ

ル（RAT）

エンベロープ受信者を書き換えます。（システム全体を対象に設定。aliasconfigは、
listenerconfigのサブコマンドではありません）

エイリアステーブル

受信者受け入れの LDAP検証は、SMTPカンバセーションで行われます。受信者が LDAP
ディレクトリで見つからない場合、メッセージはドロップされるかバウンスされます。代

わりにワークキュー内で LDAP検証を行うように設定することもできます。

LDAP受信者の受け入れ
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表 61：E メールセキュリティアプライアンスの電子メールパイプライン：ルーティングおよび配信機能

受信者受け入れの LDAP検証はワークキュー内で行わ
れます。受信者がLDAPディレクトリで見つからない場
合、メッセージはドロップされるかバウンスされます。

代わりに SMTPカンバセーション LDAP検証を行うよ
う設定することもできます。

LDAP受信者の受
け入れ

ワー

ク

キュー

マスカレードは、ワークキューで行われます。マスカ

レードでは、スタティックテーブルを使用するかLDAP
クエリーを使用して、エンベロープ送信者、To:、From:、
CC:ヘッダーを書き換えます。

マスカレード

または LDAPマ
スカレード

LDAPクエリーは、メッセージルーティングまたはアド
レス書き換えのために実行されます。グループLDAPク
エリーは、メッセージフィルタルール mail-from-group
および rcpt-to-groupと連携して動作します。

LDAPルーティン
グ

メッセージフィルタはメッセージの「分裂」よりも前

に適用されます。*メッセージを隔離エリアに送信でき
ます。

メッセージフィ

ルタ*

アンチスパムスキャンエンジンでは、メッセージを検

査して、さらに処理するために判定を返します。

受信者単位

のスキャン

（Per
Recipient
Scanning）

アンチスパム**

アンチウイルススキャンでは、ウイルスを検出するた

めにメッセージを検査します。メッセージはスキャンさ

れ、可能であれば、任意で修復されます。*メッセージ
を隔離エリアに送信できます。

アンチウイルス*

高度なマルウェア防御は、添付ファイルからマルウェア

を検出するために、ファイルレピュテーションスキャ

ンとファイル分析を実行します。

高度なマルウェ

ア防御

コンテンツフィルタが適用されます。*メッセージを隔
離エリアに送信できます。

コンテンツフィ

ルタ*

アウトブレイクフィルタ機能を使用すると、ウイルス

感染から保護できます。*メッセージを隔離エリアに送
信できます。

アウトブレイク

フィルタ*

特定の IPインターフェイスまたは IPインターフェイス
のグループを介してメールを送信します。

仮想ゲートウェ

イ

配信制限
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1.デフォルト配信インターフェイスを設定します。

2.アウトバウンド接続の合計最大数を設定します。

ドメイン単位で、各仮想ゲートウェイおよびシステム全

体の最大アウトバウンド接続数、使用するバウンスプ

ロファイル、配信用の TLSプレファレンス：
no/preferred/requiredを定義します。

ドメインベース

の制限値

エンベロープ受信者を書き換えず、ドメインに基づいて

メールをルーティングします。

ドメインベース

のルーティング

特定のリストに従って受信者をドロップします（システ

ム全体を対象に設定）。

グローバル配信

停止

配信不能メッセージの処理です。リスナー単位、送信先

コントロールエントリ単位、およびメッセージフィル

タ経由で設定可能です。

バウンスプロ

ファイル

*これらの機能では、Quarantinesという特別なキューにメッセージを送信できます。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
756

ルーティングおよび配信機能の設定

確認：電子メールパイプライン



第 27 章

LDAP クエリ

この章は、次の項で構成されています。

• LDAPクエリの概要, 758 ページ

• LDAPクエリに関する作業, 769 ページ

• 受信者検証で受け入れクエリを使用する, 777 ページ

• 複数ターゲットアドレスへのメール送信にルーティングクエリを使用する, 779 ページ

• エンベロープ送信者を書き換えるためのマスカレードクエリの使用, 780 ページ

• 受信者がグループメンバーであるかどうかを判別するグループ LDAPクエリの使用, 782
ページ

• 特定のドメインへルーティングするためのドメインベースクエリの使用, 786 ページ

• 一連の LDAPクエリを実行するためのチェーンクエリの使用, 787 ページ

• LDAPによるディレクトリハーベスト攻撃防止, 789 ページ

• SMTP認証を行うための AsyncOSの設定, 792 ページ

• ユーザの外部 LDAP認証の設定, 800 ページ

• スパム隔離機能へのエンドユーザ認証, 803 ページ

• スパム隔離のエイリアス統合クエリ, 805 ページ

• ユーザ識別名の設定の例, 807 ページ

• AsyncOSを複数の LDAPサーバと連携させるための設定, 808 ページ

• サーバとクエリのテスト, 808 ページ
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LDAP クエリの概要
ユーザ情報がネットワークインフラストラクチャ内の LDAPディレクトリ（Microsoft Active
Directory、SunONEDirectory Server、OpenLDAPなどのディレクトリ）に格納されている場合は、
メッセージの受け入れ、ルーティング、および認証のために LDAPサーバに対してクエリを実行
するようにアプライアンスを設定できます。アプライアンスは、1つまたは複数の LDAPサーバ
と連携させるように設定できます。

ここでは、実行できる LDAPクエリのタイプと、LDAPとアプライアンスとが連携してメッセー
ジの認証、受け入れ、ルーティングを行うし仕組み、および LDAPと連携するようにアプライア
ンスを設定する方法について概説します。

LDAP クエリについて
ユーザ情報がネットワークインフラストラクチャ内の LDAPディレクトリに格納されている場合
は、次の目的で LDAPサーバに対してクエリを実行するようにアプライアンスを設定できます。

•受け入れクエリ。既存の LDAPインフラストラクチャを使用して、着信メッセージ（パブ
リックリスナーでの）の受信者メールアドレスの扱い方を定義できます。詳細については、

受信者検証で受け入れクエリを使用する, （777ページ）を参照してください。

•ルーティング（エイリアシング）。ネットワーク内の LDAPディレクトリに格納されている
情報に基づいてメッセージを適切なアドレスやメールホストへルーティングするように、ア

プライアンスを設定できます。詳細については、複数ターゲットアドレスへのメール送信に

ルーティングクエリを使用する, （779ページ）を参照してください。

•証明書認証。ユーザのメールクライアントと Eメールセキュリティアプライアンス間の
SMTPセッションを認証するためのクライアント証明書の有効性を確認するクエリを作成で
きます。詳細については、クライアント証明書の有効性の確認,（815ページ）を参照してく
ださい。

•マスカレード。発信メールの場合はエンベロープ送信者、着信メールの場合はメッセージ
ヘッダー（To:、ReplyTo:、From:、CC:など）をマスカレードできます。マスカレードの詳細
については、エンベロープ送信者を書き換えるためのマスカレードクエリの使用,（780ペー
ジ）を参照してください。

•グループクエリ。LDAPディレクトリ内のグループに基づいてメッセージに対するアクショ
ンを実行するようにアプライアンスを設定できます。このように設定するには、グループク

エリとメッセージフィルタとを関連付けます。定義済みの LDAPグループに一致するメッ
セージに対しては、メッセージフィルタに使用できる任意のメッセージアクションを実行

できます。詳細については、受信者がグループメンバーであるかどうかを判別するグループ

LDAPクエリの使用, （782ページ）を参照してください。

•ドメインベースクエリ。ドメインベースクエリを作成すると、アプライアンスは同じリス
ナー上でドメインごとに異なるクエリを実行できます。Eメールセキュリティアプライアン
スがドメインベースクエリを実行するときは、どのクエリを使用するかをドメインに基づい

て決定し、そのドメインに関連付けられている LDAPサーバに対してクエリを実行します。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
758

LDAP クエリ
LDAP クエリの概要



•チェーンクエリ。チェーンクエリを作成すると、アプライアンスに一連のクエリを順番に
実行させることができます。チェーンクエリが設定済みのときは、アプライアンスはシーケ

ンス内のクエリを 1つずつ実行し、LDAPアプライアンスから肯定的な結果が返されると実
行を停止します。チェーンルーティングクエリーでは、アプライアンスは書き換えられた

電子メールアドレスごとに、同じ設定の一連のチェーンクエリーを再実行します。

•ディレクトリハーベスト防止。LDAPディレクトリを使用したディレクトリハーベスト攻撃
を防ぐようにアプライアンスを設定できます。ディレクトリハーベスト防止は、SMTPカン
バセーション中に行うことも、ワークキューの中で行うこともできます。受信者が LDAP
ディレクトリ内で見つからない場合に、遅延バウンスを実行するか、そのメッセージ全体を

ドロップするかを設定できます。その結果、スパム送信者はメールアドレスが有効なものか

どうかを区別できなくなります。LDAPによるディレクトリハーベスト攻撃防止,（789ペー
ジ）を参照してください。

• SMTP認証。AsyncOSでは、SMTP認証がサポートされています。SMTPAuthは、SMTPサー
バに接続するクライアントを認証するメカニズムです。この機能を利用すると、ユーザはリ

モート接続するとき（たとえば自宅や出張先にいる場合）でも、メールサーバを使用して

メールを送信できるようになります。詳細については、SMTP認証を行うためのAsyncOSの
設定, （792ページ）を参照してください。

•外部認証。アプライアンスにログインするユーザの認証をLDAPディレクトリを使用して行
うようにアプライアンスを設定できます。詳細については、ユーザの外部LDAP認証の設定,
（800ページ）を参照してください。

•スパム検疫エンドユーザ認証。エンドユーザ隔離画面にログインするユーザを検証するよう
に、アプライアンスを設定できます。詳細については、スパム隔離機能へのエンドユーザ認

証, （803ページ）を参照してください。

•スパム検疫エイリアス統合。スパムに関する電子メール通知を使用する場合、このクエリを
使用してエンドユーザのエイリアスを統合すると、エンドユーザがエイリアスのメールアド

レスごとに隔離通知を受け取ることはなくなります。詳細については、スパム隔離のエイリ

アス統合クエリ, （805ページ）を参照してください。

LDAP と AsyncOS との連携の仕組み
LDAPディレクトリとプライアンスとを連携させると、受信者受け入れ、メッセージルーティン
グ、およびヘッダーマスカレードに LDAPディレクトリサーバを使用できます。LDAPグループ
クエリをメッセージフィルタと併用すると、メッセージがアプライアンスで受信されたときの取

り扱いのルールを作成できます。
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次の図は、アプライアンスが LDAPとどのように連携するかを示しています。

図 58：LDAP 設定

1 送信側MTAからパブリックリスナー「A」に SMTP経由でメッセージが送信されます。
2 アプライアンスは、LDAPサーバに対してクエリを実行します。この LDAPサーバは [システ
ム管理（System Administration）] > [LDAP]ページ（またはグローバル ldapconfigコマンド）で
定義されます。

3 データが LDAPディレクトリから受信されます。リスナーで使用するように [システム管理
（System Administration）] > [LDAP]ページ（または ldapconfigコマンド）で定義されたクエリ
に応じて、次の処理が実行されます。

•メッセージを新しい受信者アドレスにルーティングするか、ドロップまたはバウンスする

•メッセージを新しい受信者のメールホストにルーティングする

•メッセージヘッダー From:、To:、CC:をクエリに基づいて書き換える

•メッセージフィルタルール rcpt-to-groupまたは mail-from-groupで定義された、それ以降
のアクション（グループクエリと組み合わせて使用）。

複数のLDAPサーバに接続するようにアプライアンスを設定できます。その場合、複数のLDAP
サーバを使用して、ロードバランシングやフェールオーバーを行うように LDAPプロファイ
ルを設定できます。複数のLDAPサーバと連携させる方法の詳細については、AsyncOSを複数
の LDAPサーバと連携させるための設定, （808ページ）を参照してください。

（注）
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Cisco IronPort アプライアンスを LDAP サーバと連携させるための設定
受け入れ、ルーティング、エイリアシング、およびマスカレードのためにアプライアンスをLDAP
ディレクトリと連携させるには、以下の手順に従ってAsyncOSアプライアンスを設定する必要が
あります。

ステップ 1 LDAPサーバプロファイルを設定します。サーバプロファイルに、AsyncOSから LDAPサーバに接続す
るための次の情報を設定します。

•クエリ送信先となるサーバの名前とポート

•ベース DN

•サーバとのバインドのための認証要件

サーバプロファイルの設定方法の詳細については、LDAPサーバに関する情報を格納する LDAPサーバ
プロファイルの作成, （762ページ）を参照してください。

LDAPサーバプロファイルを設定するときに、AsyncOSからの接続先となる LDAPサーバを 1つまたは
複数設定できます。

AsyncOSから複数のサーバに接続するように設定する方法については、AsyncOSを複数のLDAPサーバと
連携させるための設定, （808ページ）を参照してください。

ステップ 2 LDAPクエリを設定します。LDAPクエリは、LDAPサーバプロファイルで設定します。ここで設定する
クエリは、実際に使用する LDAPの実装とスキーマに合わせて調整してください。
作成できる LDAPクエリのタイプについては、LDAPクエリについて, （758ページ）を参照してくださ
い。

クエリの記述方法については、LDAPクエリに関する作業, （769ページ）を参照してください。

ステップ 3 LDAPサーバプロファイルをパブリックリスナーまたはプライベートリスナーに対してイネーブルにし
ます。LDAPサーバプロファイルをリスナーに対してイネーブルにすると、そのリスナーによって、メッ
セージの受け入れ、ルーティング、または送信の際に LDAPクエリが実行されるようになります。
詳細については、特定のリスナーで実行するLDAPクエリの有効化,（764ページ）を参照してください。

グループクエリを設定するときは、AsyncOSと LDAPサーバとを連携させるためにさらに設定
作業が必要です。グループクエリの設定方法については、受信者がグループメンバーであるか

どうかを判別するグループLDAPクエリの使用,（782ページ）を参照してください。エンドユー
ザ認証またはスパム通知統合のクエリを設定するときは、スパム隔離機能へのLDAPエンドユー
ザアクセスをイネーブルにする必要があります。スパム隔離の詳細については、「スパム隔離」

の章を参照してください。

（注）
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LDAP サーバに関する情報を格納する LDAP サーバプロファイルの作成
LDAPディレクトリを使用するように AsyncOSを設定するには、LDAPサーバに関する情報を格
納する LDAPサーバプロファイルを作成します。

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP]ページの [LDAPサーバプロファイルを追加（AddLDAP
Server Profile）]をクリックします。

ステップ 2 サーバプロファイルの名前を入力します。

ステップ 3 LDAPサーバのホスト名を入力します。
複数のホスト名を入力すると、LDAPサーバのフェールオーバーやロードバランシングができるようにな
ります。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。詳細については、AsyncOSを複数の
LDAPサーバと連携させるための設定, （808ページ）を参照してください。

ステップ 4 認証方式を選択します。匿名認証を使用することも、ユーザ名とパスフレーズを指定することもできま

す。

ステップ 5 LDAPサーバタイプを、[アクティブディレクトリ（Active Directory）]、[OpenLDAP]、または [不明また
はそれ以外（Unknown or Other）]から選択します。

ステップ 6 ポート番号を入力します。

ActiveDirectoryまたは不明/その他のサーバタイプの場合、デフォルトのポートは、SSLなしが 3268、SSL
ありが 3269です。

Open LDAPサーバタイプの場合、デフォルトのポートは、SSLなしが 389、SSLありが 636です。

ステップ 7 LDAPサーバのベース DN（識別名）を入力します。
ユーザ名とパスフレーズを使用して認証する場合は、パスフレーズが格納されているエントリへの完全

DNがユーザ名に含まれている必要があります。たとえば、マーケティンググループに属しているユーザ
の電子メールアドレスが joe@example.comであるとします。このユーザのエントリは、次のようになりま
す。

uid=joe, ou=marketing, dc=example dc=com

ステップ 8 LDAPサーバとの通信に SSLを使用するかどうかを選択します。
ステップ 9 [詳細（Advanced）]で、キャッシュの存続可能時間を入力します。この値は、キャッシュを保持する時間

の長さです。

ステップ 10 保持するキャッシュエントリの最大数を入力します。
このキャッシュは、LDAPサーバごとに保持されます。複数のLDAPサーバを設定する場合は、
パフォーマンスを向上させるために、LDAPキャッシュの値を小さく設定する必要があります。
また、アプライアンスでのさまざまなプロセスのメモリ使用率が高い場合、この値を大きくす

ると、システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。

（注）

ステップ 11 同時接続の最大数を入力します。
ロードバランシングのために LDAPサーバプロファイルを設定する場合、これらの接続はリストで指定
された LDAPサーバ間で配分されます。たとえば、同時接続数を 10と設定し、3台のサーバを使用して
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接続のロードバランシングを行う場合は、AsyncOSによってサーバへの接続が 10ずつ作成され、接続の
総数は 30となります。

同時接続の最大数には、LDAPクエリーに使用される LDAP接続も含まれます。ただし、スパ
ム隔離機能に対して LDAP認証を使用する場合は、これよりも多くの接続が開かれることがあ
ります。

（注）

ステップ 12 サーバへの接続をテストするために、[テストサーバ（Test Server(s)）]ボタンをクリックします。複数の
LDAPサーバを指定した場合は、すべてのサーバのテストが実行されます。テストの結果が [接続ステー
タス（Connection Status）]フィールドに表示されます。詳細については、LDAPサーバのテスト, （763
ページ）を参照してください。

ステップ 13 クエリを作成します。該当するチェックボックスをオンにして、フィールドに入力します。選択できるの
は、[承認（Accept）]、[ルーティング（Routing）]、[マスカレード（Masquerade）]、[グループ（Group）]、
[SMTP認証（SMTP Authentication）]、[外部認証（External Authentication）]、[スパム隔離エンドユーザ認
証（Spam Quarantine End-User Authentication）]、[スパム隔離エイリアス統合（Spam Quarantine Alias
Consolidation）]です。

メッセージを受信または送信するときにアプライアンスが LDAPクエリを実行できるようにす
るには、該当するリスナーに対して LDAPクエリをイネーブルにする必要があります。詳細に
ついては、特定のリスナーで実行する LDAPクエリの有効化, （764ページ）を参照してくださ
い。

（注）

ステップ 14 クエリをテストするために、[クエリのテスト（Test Query）]ボタンをクリックします。
テストパラメータを入力して [テストの実行（RunTest）]をクリックします。テストの結果が [接続ステー
タス（ConnectionStatus）]フィールドに表示されます。クエリーの定義や属性に変更を加えた場合は、[更
新（Update）]をクリックします。詳細については、LDAPサーバのテスト, （763ページ）を参照してく
ださい。

空パスフレーズでのバインドを許可するように LDAPサーバが設定されている場合は、パスフ
レーズフィールドが空でもクエリのテストは合格となります。

（注）

ステップ 15 変更を送信し、保存します。
サーバ設定の数に制限はありませんが、設定できるクエリは、サーバ 1台につき受信者受け入
れ 1つ、ルーティング 1つ、マスカレード 1つ、グループクエリ 1つのみです。

（注）

LDAP サーバのテスト
[LDAPサーバプロファイルの追加/編集（Add/Edit LDAP Server Profile）]ページの [テストサーバ
（Test Server(s)）]ボタン（または CLIの ldapconfigコマンドの testサブコマンド）を使用して、
LDAPサーバへの接続をテストします。サーバポートへの接続に成功したか失敗したかを示すメッ
セージが表示されます。複数の LDAPサーバが設定されている場合は、各サーバのテストが実行
されて、結果が個別に表示されます。
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特定のリスナーで実行する LDAP クエリの有効化
メッセージを受信または送信するときにアプライアンスが LDAPクエリを実行できるようにする
には、該当するリスナーに対して LDAPクエリをイネーブルにする必要があります。

LDAP クエリのグローバル設定の構成
LDAPグローバル設定では、すべての LDAPトラフィックをアプライアンスがどのように扱うか
を定義します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [LDAP]ページの [設定を編集（Edit Settings）]をクリックしま
す。

ステップ 2 LDAPトラフィックに使用する IPインターフェイスを選択します。インターフェイスの 1つが自動的にデ
フォルトとして選択されます。

ステップ 3 LDAPインターフェイスに使用する TLS証明書を選択します（[ネットワーク（Network）] > [証明書
（Certificates）]ページまたは CLIの certconfigコマンドを使用して追加された TLS証明書。他のMTAと
の暗号化通信の概要, （667ページ）を参照してください）。

ステップ 4 LDAPサーバ証明書を検証する場合は、適切なオプションを選択します。
ステップ 5 変更を送信し、保存します。

LDAP サーバプロファイル作成の例
次に示す例では、[システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP]ページを使用してアプライア
ンスのバインド先となる LDAPサーバを定義し、受信者受け入れ、ルーティング、およびマスカ
レードのクエリを設定します。
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LDAP接続試行のタイムアウトは 60秒です。この時間には、DNSルックアップと接続そのも
のに加えて、アプライアンス自体の認証バインド（該当する場合）も含まれます。初回の失敗

後は、同じサーバ内の別のホストに対する試行がただちに行われます（2つ以上のホストをカ
ンマ区切りリストで指定した場合）。サーバ内にホストが1つしかない場合は、そのホストへ
の接続が繰り返し試行されます。

（注）

図 59：LDAP サーバプロファイルの設定（1/2）

初めに、「PublicLDAP」というニックネームを myldapserver.example.com LDAPサーバに与えま
す。接続数は10（デフォルト値）に設定されており、複数LDAPサーバ（ホスト）のロードバラ
ンスオプションはデフォルトのままとなっています。ここで複数のホストの名前を、カンマ区切

りのリストとして指定できます。クエリの送信先は、ポート 3268（デフォルト値）です。SSL
は、このホストの接続プロトコルとしてはイネーブルになっていません。example.comのベース
DNが定義されています（dc=example,dc=com）。キャッシュの存続可能時間は900秒、キャッシュ
エントリの最大数は 10000に設定されています。認証方式は、パスフレーズ認証に設定されてい
ます。
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受信者受け入れ、メールルーティング、およびマスカレードのクエリが定義されています。クエ

リー名では、大文字と小文字が区別されます。正しい結果が返されるようにするには、正確に一

致している必要があります。

図 60：LDAP サーバプロファイルの設定（2/2）

パブリックリスナー上の LDAP クエリの有効化
この例では、受信者受け入れに対して LDAPクエリを使用するように、パブリックリスナー
「InboundMail」を更新します。さらに、受信者受け入れの判定を SMTPカンバセーション中に行
うように設定します（詳細については、受信者検証で受け入れクエリを使用する,（777ページ）
を参照してください）。

図 61：リスナーでの受け入れとルーティングのクエリのイネーブル化
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プライベートリスナーでの LDAP クエリのイネーブル化
この例では、LDAPクエリを使用してマスカレードを行うように、プライベートリスナー
「OutboundMail」を更新します。マスカレード対象のフィールドには、From、To、CC、Reply-To
があります。

図 62：リスナーでのマスカレードクエリのイネーブル化

Microsoft Exchange 5.5 に対する拡張サポート
AsyncOSには、Microsoft Exchange 5.5をサポートするための設定オプションがあります。これよ
りも新しいバージョンのMicrosoft Exchangeを使用する場合は、このオプションをイネーブルにす
る必要はありません。LDAPサーバを設定するときに、Microsoft Exchange 5.5サポートをイネー
ブルにするかどうかを選択できます。選択するには、CLIを使用する必要があります。次に示す
ように、ldapconfig -> edit -> server -> compatibilityサブコマンドを実行して、質問に「y」
と答えます。

mail3.example.com> ldapconfig

Current LDAP server configurations:

1. PublicLDAP: (ldapexample.com:389)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new server configuration.

- EDIT - Modify a server configuration.

- DELETE - Remove a server configuration.

[]> edit

Enter the name or number of the server configuration you wish to edit.

[]> 1

Name: PublicLDAP

Hostname: ldapexample.com Port 389

Authentication Type: anonymous

Base: dc=ldapexample,dc=com

Choose the operation you want to perform:
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- SERVER - Change the server for the query.

- LDAPACCEPT - Configure whether a recipient address should be accepted or
bounced/dropped.

- LDAPROUTING - Configure message routing.

- MASQUERADE - Configure domain masquerading.

- LDAPGROUP - Configure whether a sender or recipient is in a specified group.

- SMTPAUTH - Configure SMTP authentication.

[]> server

Name: PublicLDAP

Hostname: ldapexample.com Port 389

Authentication Type: anonymous

Base: dc=ldapexample,dc=com

Microsoft Exchange 5.5 Compatibility Mode: Disabled

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of this configuration.

- HOSTNAME - Change the hostname used for this query.

- PORT - Configure the port.

- AUTHTYPE - Choose the authentication type.

- BASE - Configure the query base.

- COMPATIBILITY - Set LDAP protocol compatibility options.

[]> compatibility
Would you like to enable Microsoft Exchange 5.5 LDAP compatibility mode? (This is not
recommended for versions of Microsoft Exchange later than 5.5, or other LDAP servers.)

[N]> y

Do you want to configure advanced LDAP compatibility settings? (Typically not required)

[N]>

Name: PublicLDAP

Hostname: ldapexample.com Port 389

Authentication Type: anonymous

Base: dc=ldapexample,dc=com

Microsoft Exchange 5.5 Compatibility Mode: Enabled (attribute "objectClass")

Choose the operation you want to perform:

- NAME - Change the name of this configuration.

- HOSTNAME - Change the hostname used for this query.

- PORT - Configure the port.

- AUTHTYPE - Choose the authentication type.

- BASE - Configure the query base.
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- COMPATIBILITY - Set LDAP protocol compatibility options.

[]>

LDAP クエリに関する作業
LDAPサーバプロファイル内に、実行したい LDAPクエリのタイプごとに 1つのエントリを作成
します。LDAPクエリを作成するときは、実際に使用する LDAPサーバのクエリ構文で入力する
必要があります。作成するクエリーは、実際に使用する LDAPディレクトリサービスの実装に合
わせて調整が必要であることに注意してください。特に、組織固有のニーズを満たすように新し

いオブジェクトクラスや属性がディレクトリに追加されている場合です。

LDAP クエリのタイプ
•受け入れクエリ。詳細については、受信者検証で受け入れクエリを使用する,（777ページ）
を参照してください。

•ルーティングクエリ。詳細については、複数ターゲットアドレスへのメール送信にルーティ
ングクエリを使用する, （779ページ）を参照してください。

•証明書認証クエリ。詳細については、クライアント証明書の有効性の確認,（815ページ）を
参照してください。

•マスカレードクエリ。詳細については、エンベロープ送信者を書き換えるためのマスカレー
ドクエリの使用, （780ページ）を参照してください。

•グループクエリ。詳細については、受信者がグループメンバーであるかどうかを判別する
グループ LDAPクエリの使用, （782ページ）を参照してください。

•ドメインベースクエリ。詳細については、特定のドメインへルーティングするためのドメイ
ンベースクエリの使用, （786ページ）を参照してください。

•チェーンクエリ。詳細については、一連の LDAPクエリを実行するためのチェーンクエリ
の使用, （787ページ）を参照してください。

次の目的のためにクエリを設定することもできます。

•ディレクトリハーベスト防止。詳細については、LDAPクエリについて,（758ページ）を参
照してください。

• SMTP認証。詳細については、SMTP認証を行うためのAsyncOSの設定, （792ページ）を参
照してください。

•外部認証。 詳細については、ユーザの外部 LDAP認証の設定, （800ページ）を参照してく
ださい。

•スパム隔離エンドユーザ認証クエリー。詳細については、スパム隔離機能へのエンドユーザ
認証, （803ページ）を参照してください。
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•スパム隔離エイリアス統合クエリー。詳細については、スパム隔離のエイリアス統合クエリ,
（805ページ）を参照してください。

指定した検索クエリは、システム上で設定済みのすべてのリスナーに使用できます。

ベース識別名（DN）
ディレクトリのルートレベルを「ベース」と呼びます。ベースの名前はDN（DistinguishingName）
です。Active Directory（および RFC 2247に基づく標準）のベース DNのフォーマットでは、DNS
ドメインがドメインコンポーネント（dc=）に変換されます。たとえば、example.comのベース
DNは「dc=example, dc=com」です。DNS名の各部分が順番に表現されることに注意してくださ
い。これには、実際の LDAP設定が反映されることも、されないこともあります。

実際に使用するディレクトリに複数のドメインが含まれている場合は、クエリの対象のベースを

1つだけ入力するのでは不都合であることもあります。そのような場合は、LDAPサーバ設定を指
定するときに、ベースを「NONE」に設定します。ただし、このように設定すると検索の効率が
低下します。

LDAP クエリの構文
LDAPパス内でスペースを使用できます。引用符で囲む必要はありません。CNと DCの構文で
は、大文字と小文字は区別されません。

Cn=First Last,oU=user,dc=domain,DC=COM

クエリに入力する変数名では、大文字と小文字が区別されます。また、正しく動作するためには、

LDAP実装と一致している必要があります。たとえば、プロンプトでmailLocalAddressと入力した
ときに実行されるクエリは、maillocaladdressと入力したときとは異なります。

トークン:
次のトークンを LDAPクエリ内で使用できます。

• {a}ユーザ名@ドメイン名

• {d}ドメイン名

• {dn}識別名

• {g}グループ名

• {u}ユーザ名

• {f} MAIL FROM:アドレス

{f}トークンを使用できるのは、受け入れクエリーのみです。（注）
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たとえば、メールを受け入れるための Active Directory LDAPサーバに対するクエリは、次のよう
になります。

(|(mail={a})(proxyAddresses=smtp:{a}))

作成したクエリは、[LDAP]ページの [テスト（Test）]機能（または ldapconfigコマンドの test
サブコマンド）を使用してテストすることを強く推奨します。期待したとおりの結果が返され

ることを確認してから、リスナーに対してLDAP機能をイネーブルにしてください。詳細につ
いては、LDAPクエリのテスト, （775ページ）を参照してください。

（注）

セキュア LDAP（SSL）
AsyncOSと LDAPサーバとの通信に SSLを使用するように設定できます。SSLを使用するように
LDAPサーバプロファイルを設定した場合の動作は次のようになります。

• AsyncOSは、CLIの certconfigで設定された LDAPS証明書を使用します（自己署名証明書の
作成, （671ページ）を参照）。

LDAPサーバによっては、LDAPS証明書の使用をサポートするように設定する作業が必要に
なります。

•設定済みの LDAPS証明書がない場合は、デモ証明書が使用されます。

ルーティングクエリー

LDAPルーティングクエリの再帰の制限はありません。ルーティングは完全にデータドリブンで
行われます。ただし、AsyncOSには、ルーティングの永久ループを防止するために循環参照の有
無を調べる機能があります。

LDAP サーバへの匿名のバインドをクライアントに許可する
匿名クエリを許可するように LDAPディレクトリサーバを設定することが必要になる場合があり
ます。（匿名クエリを許可すると、クライアントが匿名でサーバにバインドしてクエリを実行で

きるようになります）。匿名クエリを許可するように Active Directoryを設定する具体的な手順に
ついては、Microsoftサポート技術情報 320528を参照してください。URLは次のとおりです。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Ben-us%3B320528

または、認証とクエリ実行専用のユーザを 1つ用意します。このようにすれば、任意のクライア
ントから匿名クエリを受け付けるように LDAPディレクトリサーバを開放する必要はありませ
ん。

ここでは、次の手順について説明します。

•「匿名」認証を許可するようにMicrosoft Exchange 2000サーバをセットアップする方法。
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•「匿名バインド」を許可するようにMicrosoftExchange2000サーバをセットアップする方法。

• AsyncOSが LDAPデータをMicrosoft Exchange 2000サーバから「匿名バインド」と「匿名」
認証の両方を使用して取得するようにセットアップする方法。

ユーザ電子メールアドレスを問い合わせるという目的で「匿名」または「匿名バインド」認証を

許可するには、Microsoft Exchange 2000サーバに対して特定のアクセス許可を設定する必要があり
ます。このような設定が非常に役立つのは、SMTPゲートウェイに対する着信メールメッセージ
の有効性を検証するために LDAPクエリを使用する場合です。

匿名認証のセットアップ

ここで説明するセットアップ手順を実行すると、Microsoft Windows Active Directory内の Active
Directoryサーバおよび Exchange 2000サーバに対する未認証のクエリで特定のデータを使用でき
るようになります。Active Directoryへの「匿名バインド」を許可する手順については、Active
Directoryの匿名バインドのセットアップ, （773ページ）を参照してください。

ステップ 1 必要となる Active Directoryアクセス許可を確認します。
ADSI Editスナップインまたは LDPユーティリティを使用して、以下のActive Directoryオブジェクトの属
性に対するアクセス許可を修正する必要があります。

•クエリの対象であるドメインの、ドメイン名前付けコンテキストのルート。

•電子メール情報クエリの対象であるユーザが属している OUおよび CNオブジェクトのすべて。

次の表に、必要なコンテナすべてに適用されている必要のあるアクセス許可を示します。

アクセス許可のタイプ継承権限（Permissions）ユーザオブジェクト

オブジェクトコンテナオブジェクト内容の一覧表示全員

オブジェクト組織単位オブジェクト内容の一覧表示全員

プロパティユーザオブジェクトパブリックインフォメー

ション読み取り

全員

プロパティユーザオブジェクト電話とメールのオプショ

ンの読み取り

全員

ステップ 2 Active Directoryのアクセス許可を設定します。

• Windows 2000 Support Toolsから ADSIEditを開きます。

• [ドメインネーミングコンテキスト（DomainNamingContext）]フォルダを見つけます。このフォルダ
に、ドメインの LDAPパスがあります。
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• [ドメインネーミングコンテキスト（Domain Naming Context）]フォルダを右クリックして [プロパ
ティ（Properties）]をクリックします。

• [セキュリティ（Security）]をクリックします。

• [詳細設定（Advanced）]をクリックします。

• [追加（Add）]をクリックします。

•ユーザオブジェクト [全員（Everyone）]をクリックして [OK]をクリックします。

• [権限の種類（Permission Type）]タブをクリックします。

• [適用（Apply onto）]ボックスの [継承（Inheritance）]をクリックします。

• [権限（Permission）]アクセス許可の [許可（Allow）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 Ciscoメッセージングゲートウェイの設定
コマンドラインインターフェイス（CLI）の ldapconfigを使用して、次の情報を指定した LDAPサーバエ
ントリを作成します。

• Active Directoryまたは Exchangeサーバのホスト名

•ポート 3268（Port 2）

•ドメインのルート名前付けコンテキストに一致するベース DN

•認証タイプ：匿名

Active Directory の匿名バインドのセットアップ
ここで説明するセットアップ手順を実行すると、Microsoft Windows Active Directory内の Active
Directoryサーバおよび Exchange 2000サーバに対する匿名バインドクエリで特定のデータを使用
できるようになります。Active Directoryサーバの匿名バインドにより、ユーザ名 anonymousとブ
ランクのパスフレーズが送信されます。

匿名バインドを試行するときに何らかのパスフレーズが Active Directoryサーバに送信される
と、認証に失敗することがあります。

（注）

ステップ 1 必要となる Active Directoryアクセス許可を確認します。
ADSI Editスナップインまたは LDPユーティリティを使用して、以下のActive Directoryオブジェクトの属
性に対するアクセス許可を修正する必要があります。

•クエリの対象であるドメインの、ドメイン名前付けコンテキストのルート。
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•電子メール情報クエリの対象であるユーザが属している OUおよび CNオブジェクトのすべて。

次の表に、必要なコンテナすべてに適用されている必要のあるアクセス許可を示します。

アクセス許可のタイプ継承権限（Permissions）ユーザオブジェクト

オブジェクトコンテナオブジェクト内容の一覧表示匿名ログオン

オブジェクト組織単位オブジェクト内容の一覧表示匿名ログオン

プロパティユーザオブジェクトパブリックインフォメー

ション読み取り

匿名ログオン

プロパティユーザオブジェクト電話とメールのオプショ

ンの読み取り

匿名ログオン

ステップ 2 Active Directoryのアクセス許可を設定します。

• Windows 2000 Support Toolsから ADSIEditを開きます。

• [ドメインネーミングコンテキスト（DomainNamingContext）]フォルダを見つけます。このフォルダ
に、ドメインの LDAPパスがあります。

• [ドメインネーミングコンテキスト（Domain Naming Context）]フォルダを右クリックして [プロパ
ティ（Properties）]をクリックします。

• [セキュリティ（Security）]をクリックします。

• [詳細設定（Advanced）]をクリックします。

• [追加（Add）]をクリックします。

•ユーザオブジェクト [匿名ログオン（ANONYMOUS LOGON）]をクリックして [OK]をクリックし
ます。

• [権限の種類（Permission Type）]タブをクリックします。

• [適用（Apply onto）]ボックスの [継承（Inheritance）]をクリックします。

• [権限（Permission）]アクセス許可の [許可（Allow）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 Ciscoメッセージングゲートウェイの設定
[システム管理（System Administration）] > [LDAP]ページ（または CLIの ldapconfig）を使用して、次の情
報を設定した LDAPサーバエントリを作成します。

• Active Directoryまたは Exchangeサーバのホスト名

•ポート 3268（Port 2）

•ドメインのルート名前付けコンテキストに一致するベース DN
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•認証タイプ：パスフレーズベース（cn=anonymousをユーザとして使用し、パスフレーズはブラン
ク）

Active Directory の実装に関する注意
• Active Directoryサーバが LDAP接続を受け付けるポートは、3268と 389です。グローバル
カタログへのアクセス用のデフォルトポートは 3268です。

• Active Directoryサーバが LDAPS接続を受け付けるポートは、636と 3269です。Microsoft製
品で LDAPSがサポートされるのは、Windows Server 2003以上です。

•アプライアンスは、グローバルカタログでもあるドメインコントローラに接続してくださ
い。これは、複数のベースに対するクエリを同じサーバを使用して実行できるようにするた

めです。

•クエリを正常に実行するには、ActiveDirectoryの中で、ディレクトリオブジェクトに対する
読み取り許可をグループ「Everyone」に付与する必要があります。これには、ドメイン名前
付けコンテキストのルートも含まれます。

•一般的に、多くの Active Directory実装では、mail属性エントリに一致する値の
「ProxyAddresses」属性エントリが存在します。

• MicrosoftExchange環境が同じインフラストラクチャ内に複数あり、互いを認識している場合
は、Exchange環境の間でメールをルーティングするときに、送信元MTAに戻る方向のルー
トは通常は必要ありません。

LDAP クエリのテスト
[LDAPサーバプロファイルを追加/編集（Add/Edit LDAP Server Profile）]ページの [クエリのテス
ト（Test Query）]ボタン（またはCLIの testサブコマンド）を使用して、クエリタイプごとに、

設定した LDAPサーバに対するクエリをテストします。結果が表示されるだけでなく、クエリ接
続テストの各ステージの詳細も表示されます。テストは、クエリタイプのそれぞれに対して行う

ことができます。

ldaptestコマンドは、次の例のようにバッチコマンドとして使用できます。

ldaptest LDAP.ldapaccept foo@ironport.com

LDAPサーバ属性の [ホスト名（Host Name）]フィールドに複数のホストを入力した場合は、各
LDAPサーバに対してクエリのテストが行われます。
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表 62：LDAP クエリのテスト

受信者が一致しない場合

（FAIL）
受信者が一致する場合（PASS）クエリのタイプ

受信者が無効：カンバセーショ

ンまたは遅延バウンスまたは

メッセージをドロップ（リス

ナー設定による）。DHAP：ド
ロップ。

メッセージを受け入れます。受信者受け入れ（[承認
（Accept）]、ldapaccept）

このメッセージの処理を続行し

ます。

クエリの設定に基づいてルー

ティングします。

ルーティング

（[ルーティング（Routing）]、
ldaprouting）

このメッセージの処理を続行し

ます。

クエリ内で定義された変数マッ

ピングに従ってヘッダーを変更

します。

マスカレード（[マスカレード
（Masquerade）]、masquerade）

メッセージフィルタルールに

対して「false」を返します。
メッセージフィルタルールに

対して「true」を返します。
グループメンバーシップ（[グ
ループ（Group）]、ldapgroup）

一致するパスフレーズなし：

SMTP認証の試行は失敗しま
す。

LDAPサーバから返されたパス
フレーズを使用して認証を行い

ます。つまり、SMTP認証が行
われます。

SMTP Auth

（[SMTP認証（SMTP
Authentication）]、smtpauth）

バインド、ユーザレコード、

およびユーザのグループメン

バーシップに対して個別に

「match negative」が返されま
す。

バインド、ユーザレコード、

およびユーザのグループメン

バーシップに対して個別に

「match positive」が返されま
す。

外部認証（externalauth）

一致するパスフレーズなし：エ

ンドユーザ認証の試行は失敗し

ます。

エンドユーザアカウントに対

して「match positive」が返され
ます。

スパム隔離へのエンドユーザ認

証（isqauth）

スパム通知を統合できません。統合されたスパム通知の送信先

である電子メールアドレスが

返されます。

スパム隔離のエイリアス統合

（isqalias）
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クエリに入力する変数名では、大文字と小文字が区別されます。また、正しく動作するために

は、LDAP実装と一致している必要があります。たとえば、プロンプトでmailLocalAddressと

入力したときに実行されるクエリは、maillocaladdressと入力したときとは異なります。シス

コは、作成したすべてのクエリについて ldapconfigコマンドの testサブコマンドを使用してテ
ストし、正しい結果が返されることを確認するよう強く推奨します。

（注）

LDAP サーバへの接続のトラブルシューティング
LDAPサーバがアプライアンスから到達不能である場合は、次のエラーのいずれかが表示されま
す。

• Error: LDAP authentication failed: <LDAP Error "invalidCredentials" [0x31]>

• Error: Server unreachable: unable to connect

• Error: Server unreachable: DNS lookup failure

サーバが到達不能になる原因としては、サーバ設定で入力されたポートの誤りや、ファイアウォー

ルでポートが開いていないことが考えられます。LDAPサーバの通信には一般に、ポート 3268ま
たは 389が使用されます。Active Directoryは、ポート 3268を使用して、マルチサーバ環境で使用
されるグローバルカタログにアクセスします（詳細については、付録の「ファイアウォール情

報」を参照してください）。AsyncOS 4.0では、SSLを使用して（通常はポート 636で） LDAP
サーバと通信する機能が追加されました。詳細については、セキュア LDAP（SSL）, （771ペー
ジ）を参照してください。

サーバが到達不能になる原因としてはその他に、入力されたホスト名が解決不可能であることが

考えられます。

[LDAPサーバプロファイルを追加/編集（Add/Edit LDAP Server Profile）]ページの [テストサーバ
（Test Server(s)）]（または CLIの ldapconfigコマンドの testサブコマンド）を使用して、LDAP
サーバへの接続をテストできます。詳細については、LDAPサーバのテスト, （763ページ）を参
照してください。

LDAPサーバが到達不能である場合：

• LDAP受け入れまたはマスカレードまたはルーティングがワークキューに対してイネーブル
になっている場合は、メールはワークキュー内に留まります。

• LDAP受け入れはイネーブルになっておらず、他のクエリ（グローバルポリシーチェックな
ど）がフィルタ内で使用されている場合は、そのフィルタの評価結果が falseになります。

受信者検証で受け入れクエリを使用する
既存の LDAPインフラストラクチャを使用して、着信メッセージ（パブリックリスナーでの）の
受信者メールアドレスの扱い方を定義できます。ディレクトリ内のユーザデータに対する変更
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は、次回アプライアンスがディレクトリサーバに対してクエリを実行したときに更新されます。

キャッシュのサイズと、アプライアンスが取得したデータを保持する時間の長さは設定可能です。

特別な受信者（たとえば administrator@example.com）に対してLDAP受け入れクエリをバイパ
スすることもできます。このように設定するには、受信者アクセステーブル（RAT）を使用
します。この設定の方法については、「Configuring the Gateway to Receive Email」の章を参照
してください。

（注）

受け入れクエリの例

次の表に、受け入れクエリの例を示します。

表 63：一般的な LDAP 実装での LDAP クエリ文字列の例：受け入れ

受信者検証クエリの対象

(mailLocalAddress={a})

(mail={a})

(mailAlternateAddress={a})

OpenLDAP

(|(mail={a})(proxyAddresses=smtp:{a}))Microsoft Active Directory Address Book

Microsoft Exchange

(mail={a})

(mailAlternateAddress={a})

(mailEquivalentAddress={a})

(mailForwardingAddress={a})

(mailRoutingAddress={a})

Sun ONE Directory Server

(|(|(mail={a})(uid={u}))(cn={u}))

(|(ShortName={u})(InternetAddress={a})(FullName={u}))

Lotus Notes/Lotus Domino

ユーザ名（左側）の検証を行うこともできます。このことが役に立つのは、ディレクトリに格納

されていないドメインのメールも受け入れるようにしたい場合です。受け入れクエリを (uid={u})
に設定してください。
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Lotus Notes の場合の受け入れクエリの設定
LDAPACCEPTと Lotus Notesとを組み合わせる場合は、注意が必要です。Notes LDAPに格納され
ているユーザの属性が次のように設定されているとします。

mail=juser@example.com

cn=Joe User

uid=juser

cn=123456

location=New Jersey

LDAPディレクトリに存在しないユーザであるにもかかわらず、Lotusはこのユーザへの電子メー
ルを、指定されたアドレス以外の形式（たとえば Joe_User@example.com）であっても受け入れま
す。したがって、AsyncOSは、このユーザの有効なユーザメールアドレスをすべて見つけること
はできません。

この解決策の 1つは、他の形式のアドレスのパブリッシュを試みるというものです。詳細につい
ては、Lotus Notes管理者に問い合わせてください。

複数ターゲットアドレスへのメール送信にルーティング

クエリを使用する
AsyncOSでは、エイリアス拡張（複数ターゲットアドレスへの LDAPルーティング）がサポート
されます。AsyncOSによって、元のメールメッセージはエイリアスターゲットごとに別の新しい
メッセージで置き換えられます（たとえば、recipient@yoursite.comへのメッセージは、
newrecipient1@hotmail.comや recipient2@internal.yourcompany.comなどへの、それぞれ独立したメッ
セージで置き換えられます）。ルーティングクエリは、他の電子メール処理システムではエイリ

アシングクエリと呼ばれることもあります。

ルーティングクエリの例

表 64：一般的な LDAP 実装での LDAP クエリー文字列の例：ルーティング

別のメールホストへのルーティングクエリの対象

(mailLocalAddress={a})
OpenLDAP

該当しない可能性ありMicrosoft Active Directory Address
Book

Microsoft Exchange
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別のメールホストへのルーティングクエリの対象

(mail={a})
(mailForwardingAddress={a})
(mailEquivalentAddress={a})
(mailRoutingAddress={a})
(otherMailbox={a})
(rfc822Mailbox={a})

Sun ONE Directory Server

Active Directoryの実装によっては、proxyAddresses属性のエントリが複数存在することがありま

すが、この属性の値は Active Directoryによって smtp:user@domain.comという形式で格納されるた

め、このデータはLDAPルーティング/エイリアス拡張には使用できません。ターゲットアドレス
はそれぞれ別の attribute:valueペアに存在する必要があります。Microsoft Exchange環境が同じ
インフラストラクチャ内に複数あり、互いを認識している場合は、Exchange環境の間でメールを
ルーティングするときに、送信元MTAに戻る方向のルートは通常は必要ありません。

ルーティング：MAILHOST と MAILROUTINGADDRESS
ルーティングクエリの場合は、MAILHOSTの値は IPアドレスではなく、解決可能なホスト名で
あることが必要です。これには、内部的な DNSconfigが必要になるのが一般的です。

MAILHOSTは、ルーティングクエリでは省略可能です。MAILROUTINGADDRESSは、MAILHOST
が設定されていない場合は必須です。

エンベロープ送信者を書き換えるためのマスカレードク

エリの使用
マスカレードとは、電子メールのエンベロープ送信者（「送信者」または「MAILFROM」と呼ば
れることもあります）および To:、From:、CC:の各ヘッダーを、定義済みのクエリに基づいて書
き換える機能です。この機能の一般的な実装例の 1つが「仮想ドメイン」であり、これによって
複数のドメインを 1つのサイトからホスティングできるようになります。他の一般的な実装とし
ては、ネットワークインフラストラクチャを「隠す」ために、電子メールヘッダーの文字列から

サブドメインを取り除く（「ストリッピング」）というものがあります。
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マスカレードクエリの例

表 65：一般的な LDAP 実装での LDAP クエリー文字列の例：マスカレード

マスカレードクエリの対象

(mailRoutingAddress={a})
OpenLDAP

(proxyaddresses=smtp:{a})
Microsoft Active Directory Address Book

(mail={a})
(mailAlternateAddress={a})
(mailEquivalentAddress={a})
(mailForwardingAddress={a})
(mailRoutingAddress={a})

Sun ONE Directory Server

「フレンドリ名」のマスカレード

ユーザ環境によっては、LDAPディレクトリサーバスキーマの中に、メールルーティングアド
レスやローカルメールアドレス以外に「フレンドリ名」が含まれていることがあります。AsyncOS
では、エンベロープ送信者（発信メールの場合）やメッセージヘッダー（受信メールの場合、

To:、Reply To:、From:、CC:など）を、この「フレンドリ名」でマスカレードできます。フレン
ドリアドレスには、有効な電子メールアドレスでは通常は許可されない特殊文字（引用符、ス

ペース、カンマなど）が含まれていてもかまいません。

LDAPクエリ経由でヘッダーをマスカレードするときに、フレンドリメール文字列全体を LDAP
サーバからの結果で置き換えるかどうかを設定時に選択できます。この動作がイネーブルになっ

ていても、エンベロープ送信者には user@domain部分のみが使用されることに注意してください
（フレンドリ名はルールに反するため）。

標準的な LDAPマスカレードのときと同様に、LDAPクエリの結果が空（長さが 0またはすべて
ホワイトスペース）の場合は、マスカレードは行われません。

この機能をイネーブルにするには、LDAPベースのマスカレードクエリをリスナーに対して設定
するときに（[LDAP]ページまたは ldapconfigコマンド）、次の質問に対して「y」と回答しま
す。

Do you want the results of the returned attribute to replace the entire
friendly portion of the original recipient? [N]

たとえば、次のような LDAPエントリがあるとします。

値属性（Attribute）

admin\@example.commailRoutingAddress

joe.smith\@example.commailLocalAddress

“Administrator for example.com,” <joe.smith\@example.com>mailFriendlyAddress
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この機能がイネーブルになっている場合に、LDAPクエリが (mailRoutingAddress={a})で、マスカ
レード属性が (mailLocalAddress)ならば、次のように置き換えられます。

マスカレードされたエンベロー

プ送信者

マスカレードされたヘッダー元のアドレス（From、To、CC、
Reply-to）

MAIL FROM:
<joe.smith@example.com>

From: “Administrator for
example.com,”
<joe.smith@example.com>

admin@example.com

受信者がグループメンバーであるかどうかを判別するグ

ループ LDAP クエリの使用
LDAPディレクトリ内で定義されたグループに受信者が属しているかどうかを、LDAPサーバに
対するクエリを使用して判別できます。

ステップ 1 メッセージに rcpt-to-groupまたは mail-from-groupルールを適用するメッセージフィルタを作成します。
ステップ 2 次に、[システム管理（System Administration）] > [LDAP]ページ（または ldapconfigコマンド）を使用し

て、アプライアンスのバインド先となる LDAPサーバを定義し、グループメンバーシップを調べるクエ
リーを設定します。

ステップ 3 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ページ（または listenerconfig -> edit -> ldapgroupサブ
コマンド）を使用して、このグループクエリーをリスナーに対して有効にします。

グループクエリの例

表 66：一般的な LDAP 実装での LDAP クエリ文字列の例：グループ

グループクエリの対象

OpenLDAPでは、memberOf属性はデフォルトではサポートされま
せん。LDAP管理者によって、この属性または類似の属性がスキー
マに追加されていることがあります。

OpenLDAP

(&(memberOf={g})(proxyAddresses=smtp:{a}))
Microsoft Active Directory

(&(memberOf={g})(mailLocalAddress={a}))
Sun ONE Directory Server
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たとえば、LDAPディレクトリで「マーケティング」グループのメンバーが ou=Marketingと分類
されているとします。この分類を使用して、このグループが送受信するメールを特別な方法で取

り扱うことができます。ステップ 1で、メッセージに作用するメッセージフィルタを作成し、ス
テップ 2と 3で LDAPルックアップメカニズムを有効にします。

グループクエリの設定

次に示す例では、マーケティンググループ（LDAPグループ「Marketing」として定義）のメン
バーからのメールを代替メール配信ホスト marketingfolks.example.comに配信します。

ステップ 1 初めに、グループメンバーシップに関して肯定的に一致するメッセージに作用する、メッセージフィル

タを作成します。この例では、作成するフィルタの中で mail-from-groupルールを使用します。メッセー

ジのうち、エンベロープ送信者が LDAPグループ「marketing-group1」に属していることが判明したもの
はすべて、代替配信ホストに送信されます（フィルタのalt-mailhostアクション）。

グループメンバーシップフィールド変数（groupName）は、ステップ 2で定義します。グループ属性
「groupName」の値は、marketing-group1と定義されます。

mail3.example.com> filters

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

[]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

MarketingGroupfilter:

if (mail-from-group == "marketing-group1") {

alt-mailhost ('marketingfolks.example.com');}

.

1 filters added.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.

- DELETE - Remove a filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

- EXPORT - Export filters to a file
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- MOVE - Move a filter to a different position.

- SET - Set a filter attribute.

- LIST - List the filters.

- DETAIL - Get detailed information on the filters.

- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.

- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[]>

メッセージフィルタルール mail-from-groupと rcpt-to-groupの詳細については、メッセージフィルタ

ルール, （159ページ）を参照してください。

ステップ 2 次に、[LDAPサーバプロファイルを追加（Add LDAP Server Profile）]ページを使用して、アプライアンス
のバインド先となる LDAPサーバを定義し、グループメンバーシップを調べる最初のクエリを定義しま
す。

ステップ 3 次に、パブリックリスナー「InboundMail」で LDAPクエリを使用してグループルーティングを行うよう
に更新します。[リスナーを編集（Edit Listener）]ページを使用して、前のステップで指定したLDAPクエ
リをイネーブルにします。

このクエリが実行されると、リスナーが受け入れたメッセージによってLDAPサーバに対するクエリがト
リガーされて、グループメンバーシップが特定されます。PublicLDAP2.groupクエリはすでに、[システム
管理（System Administration）] > [LDAP]ページで定義されています。

図 63：リスナーでのグループクエリの指定

ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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例：グループクエリを使用してスパムとウイルスのチェックをスキッ

プする

メッセージフィルタはパイプラインの初めの方で実行されるので、グループクエリを使用する

と、特定のグループについてウイルスとスパムのチェックをスキップできます。たとえば、社内

の ITグループへのメッセージについては、スパムとウイルスのチェックをスキップしてすべて受
信したいという要望があるとします。LDAPレコードの中に、DNをグループ名として使用するグ
ループエントリを作成します。このグループ名は、次の DNエントリで構成されます。

cn=IT, ou=groups, o=sample.com

LDAPサーバプロファイルを作成し、次のグループクエリを指定します。

(&(memberOf={g})(proxyAddresses=smtp:{a}))

次に、このクエリをリスナーに対してイネーブルにします。これで、メッセージがそのリスナー

で受信されたときに、このグループクエリがトリガーされます。

ITグループのメンバーについてはウイルスとスパムのチェックをスキップするために、次のメッ
セージフィルタを作成して、着信メッセージを LDAPグループと比較して検査します。
[]> - NEW - Create a new filter.

- IMPORT - Import a filter script from a file.

[]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

IT_Group_Filter:

if (rcpt-to-group == "cn=IT, ou=groups, o=sample.com"){

skip-spamcheck();

skip-viruscheck();

deliver();

}

.
1 filters added.

このメッセージフィルタ内の rcpt-to-groupには、グループ名として入力された DN（cn=IT,
ou=groups, o=sample.com）が反映されています。メッセージフィルタ内で使用しているグルー
プ名が正しいことを確認してください。フィルタの実行時に、LDAPディレクトリ内でその名
前との比較が確実に行われるようにするためです。

（注）

リスナーが受け入れたメッセージによってLDAPサーバに対するクエリがトリガーされて、グルー
プメンバーシップが特定されます。メッセージ受信者が ITグループのメンバーの場合は、メッ
セージフィルタの定義に従ってウイルスとスパムのチェックがいずれもスキップされて、メッ

セージが受信者に配信されます。フィルタでLDAPクエリの結果をチェックするには、LDAPサー
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バに対する LDAPクエリを作成し、その LDAPクエリをリスナーに対してイネーブルにする必要
があります。

特定のドメインへルーティングするためのドメインベー

スクエリの使用
ドメインベースクエリとは、LDAPクエリをタイプ別にグループ化し、特定のドメインに関連付
けたうえで、特定のリスナーに割り当てたものです。ドメインベースクエリが使用されるのは、

複数の LDAPサーバがそれぞれ異なるドメインに関連付けられているが、すべての LDAPサーバ
に対するクエリを同じリスナー上で実行する場合です。たとえば、「MyCompany」という会社が
「HisCompany」と「HerCompany」の 2社を買収するとします。MyCompanyは自社のドメイン
MyCompany.example.comに加えて HisCompany.example.comおよび HerCompany.example.comのド
メインを運用すると共に、ドメインごとに別の LDAPサーバを運用して、各ドメインに関連付け
られた従業員の情報を格納しています。この3つのドメインのメールをすべて受け入れるために、
MyCompanyはドメインベースクエリを作成します。これで、MyCompany.example.comは
Mycompany.example.com、HisCompany.example.com、および HerCompany.example.comのメールを
同じリスナー上で受け入れることができます。

ステップ 1 ドメインベースクエリで使用するドメインごとに1つずつ、サーバプロファイルを作成します。このサー
バプロファイルのそれぞれに対して、ドメインベースクエリに使用するクエリを設定します（受け入れ、

ルーティングなど）。詳細については、LDAPサーバに関する情報を格納するLDAPサーバプロファイル
の作成, （762ページ）を参照してください。

ステップ 2 ドメインベースクエリーを作成します。ドメインベースクエリを作成するときは、各サーバプロファイ

ルからクエリを選択します。また、どのクエリを実行するかを Envelope Toフィールドに基づいて決定す
るように、アプライアンスを設定します。クエリーの作成方法の詳細については、ドメインベースクエリ

の作成, （787ページ）を参照してください。
ステップ 3 ドメインベースクエリをパブリックまたはプライベートのリスナーに対してイネーブルにします。リス

ナーの設定方法の詳細については、「Configuring the Gateway to Receive Mail」の章を参照してください。
ドメインベースクエリは他にも、スパム隔離機能の LDAPエンドユーザアクセスやスパム通知
のために使用できます。詳細については、「スパム隔離」の章を参照してください。

（注）
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ドメインベースクエリの作成

ドメインベースクエリは、[システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP] > [LDAPサーバプロ
ファイル（LDAP Server Profiles）]ページで作成します。

ステップ 1 [LDAPサーバプロファイル（LDAPServer Profiles）]ページの [詳細設定（Advanced）]をクリックします。
ステップ 2 [ドメイン割り当ての追加（Add Domain Assignments）]をクリックします。
ステップ 3 ドメインベースクエリーの名前を入力します。

ステップ 4 クエリータイプを選択します。

ドメインベースクエリを作成するときに選択するクエリのタイプは、すべて同じでなければな

りません。クエリタイプを選択すると、アプライアンスはそのタイプのクエリを利用可能なサー

バプロファイルから取得し、クエリフィールドを生成します。

（注）

ステップ 5 [ドメイン割り当て（Domain Assignments）]フィールドに、ドメインを入力します。
ステップ 6 このドメインに関連付けるクエリーを選択します。

ステップ 7 クエリのドメインがすべて追加されるまで、行を追加します。

ステップ 8 どのクエリにも一致しないときに実行する、デフォルトのクエリを入力できます。デフォルトクエリーを

入力しない場合は、[なし（None）]を選択します。
ステップ 9 クエリをテストします。[クエリのテスト（Test Query）]ボタンをクリックし、テストするユーザログイ

ンとパスフレーズまたはメールアドレスを [テストパラメータ（Test Parameters）]のフィールドに入力し
ます。結果が [接続ステータス（Connection Status）]フィールドに表示されます。

ステップ 10 （省略可能）{f}トークンを受け入れクエリ内で使用する場合は、エンベロープ送信者アドレスをテスト
クエリに追加できます。

ドメインベースクエリの作成が終了したら、このクエリをパブリックまたはプライベートのリ

スナーに関連付ける必要があります。

（注）

ステップ 11 変更を送信し、保存します。

一連の LDAP クエリを実行するためのチェーンクエリの
使用

チェーンクエリは、アプライアンスによって順番に実行が試行される一連の LDAPクエリで構成
されます。アプライアンスは、この「チェーン」の中の各クエリの実行を試行し、LDAPサーバ
から肯定的なレスポンスが返されると（または「チェーン」の最後のクエリで否定的なレスポン

スが返されるか失敗すると）実行を停止します。チェーンルーティングクエリーでは、アプライ

アンスは書き換えられた電子メールアドレスごとに、同じ設定の一連のチェーンクエリーを再実

行します。チェーンクエリが役立つのは、LDAPディレクトリ内のエントリにおいて、さまざま
な属性に類似の（または同一の）値が格納されている場合です。たとえば、属性 maillocaladdress
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とmailがユーザ電子メールアドレスを格納するために使用されているとします。この両方の属性
に対して確実にクエリを実行するには、チェーンクエリを使用します。

ステップ 1 チェーンクエリ内で使用するクエリごとに、サーバプロファイルを作成します。このサーバプロファイ

ルのそれぞれについて、チェーンクエリーに使用するクエリーを設定します。詳細については、LDAP
サーバに関する情報を格納する LDAPサーバプロファイルの作成, （762ページ）を参照してください。

ステップ 2 チェーンクエリを作成します。詳細については、チェーンクエリの作成, （788ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 3 チェーンクエリをパブリックまたはプライベートのリスナーに対してイネーブルにします。リスナーの設

定方法の詳細については、「Configuring the Gateway to Receive Mail」の章を参照してください。
ドメインベースクエリは他にも、スパム隔離機能の LDAPエンドユーザアクセスやスパム通知
のために使用できます。詳細については、「スパム隔離」の章を参照してください。

（注）

チェーンクエリの作成

チェーンクエリーは、[システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP] > [LDAPサーバプロファ
イル（LDAP Server Profiles）]ページで作成します。

ステップ 1 [LDAPサーバプロファイル（LDAPServer Profiles）]ページの [詳細設定（Advanced）]をクリックします。
ステップ 2 [チェーンクエリを追加（Add Chain Query）]をクリックします。
ステップ 3 チェーンクエリの名前を入力します。

ステップ 4 クエリータイプを選択します。

チェーンクエリを作成するときに選択するクエリのタイプは、すべて同じでなければなりません。クエリ

タイプを選択すると、アプライアンスはそのタイプのクエリを利用可能なサーバプロファイルから取得

し、クエリフィールドを生成します。

ステップ 5 チェーンクエリに追加するクエリを選択します。

アプライアンスによって、ここで設定した順にクエリが実行されます。したがって、複数のクエリをチェー

ンクエリに追加する場合は、より限定的なクエリの後でより汎用のクエリが実行されるような順序にする

ことを推奨します。

ステップ 6 クエリをテストします。[クエリのテスト（Test Query）]ボタンをクリックし、テストするユーザログイ
ンとパスフレーズまたはメールアドレスを [テストパラメータ（Test Parameters）]のフィールドに入力し
ます。結果が [接続ステータス（Connection Status）]フィールドに表示されます。

ステップ 7 （省略可能）{f}トークンを受け入れクエリ内で使用する場合は、エンベロープ送信者アドレスをテスト
クエリに追加できます。

チェーンクエリの作成が終了したら、このクエリをパブリックまたはプライベートのリスナー

に関連付ける必要があります。

（注）

ステップ 8 変更を送信し、保存します。
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LDAP によるディレクトリハーベスト攻撃防止
ディレクトリハーベスト攻撃は、悪意のある送信者が、よくある名前を持つ受信者宛にメッセー

ジを送信することによって開始します。電子メールゲートウェイは、受信者がその場所に有効な

メールボックスを持っているかどうかを調べて応答を返します。これを大量に実行すると、悪意

のある送信者は、どのアドレスにスパムを送信すればよいかを、有効なアドレスの「収穫（ハー

ベスト）」によって特定できるようになります。

Eメールセキュリティアプライアンスでは、LDAP受け入れ検証クエリーを使用すると、ディレ
クトリハーベスト攻撃（DHA）を検出して防止できます。LDAP受け入れを設定するときに、
ディレクトリハーベスト攻撃防止をSMTPカンバセーション中に行うか、ワークキューの中で行
うかを選択できます。

SMTP カンバセーション中のディレクトリハーベスト攻撃防止
DHAを防止するには、ドメインだけを Recipient Access Table（RAT;受信者アクセステーブル）
に入力しておき、LDAP受け入れ検証を SMTPカンバセーション内で実行します。

SMTPカンバセーション中にメッセージをドロップするには、LDAP受け入れのためのLDAPサー
バプロファイルを設定します。次に、LDAP受け入れクエリを SMTPカンバセーション中に実行
するようにリスナーを設定します。

図 64：受け入れクエリを SMTP カンバセーション中に実行するように設定
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リスナーで実行する LDAP受け入れクエリを設定したら、そのリスナーに関連付けられたメール
フローポリシーの中のDHAP（ディレクトリハーベスト攻撃防止）設定を指定する必要がありま
す。

図 65：SMTP カンバセーション中に接続をドロップするようにメールフローポリシーを設定する

リスナーに関連付けられたメールフローポリシーの中で、ディレクトリハーベスト攻撃防止の

ための次の項目を設定します。

• [1時間あたりの無効な受信者の最大数（Max. InvalidRecipients Per hour）]。このリスナーがリ
モートホストから受け取る無効な受信者の 1時間あたりの最大数です。このしきい値は、
RAT拒否の総数を表します。これは、無効なLDAP受信者宛てのため SMTPカンバセーショ
ン中にドロップされたメッセージの総数と、ワークキュー内でバウンスされたメッセージの

合計です。たとえば、しきい値を 5と設定した場合に、検出された RAT拒否が 2件で、無
効な LDAP受信者宛てのためドロップされたメッセージが 3件であるとします。この時点
で、アプライアンスはしきい値に到達したと判断して、接続をドロップさせます。デフォル

トでは、パブリックリスナーでの 1時間あたりの受信者の最大数は 25です。プライベート
リスナーの場合は、1時間あたりの受信者の最大数はデフォルトでは無制限です。この最大
数を [無制限（Unlimited）]に設定すると、そのメールフローポリシーに対して DHAPはイ
ネーブルになりません。

• [SMTP対話内で DHAPしきい値に到達した場合、接続をドロップ（Drop Connection if DHAP
Threshold is reached within an SMTP conversation）]。ディレクトリハーベスト攻撃防止のしき
い値に達したときにアプライアンスによって接続をドロップさせように設定します。

• [時間コードあたりの最大受信者数（Max. Recipients Per Hour Code）].接続をドロップすると
きに使用するコードを指定します。デフォルトのコードは 550です。

• [時間テキストあたりの最大受信者数（Max. Recipients Per Hour Text）]。ドロップした接続に
対して使用するテキストを指定します。デフォルトのテキストは「Toomany invalid recipients」
です。
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しきい値に達した場合は、受信者が無効であってもメッセージのエンベロープ送信者にバウンス

メッセージが送信されることはありません。

作業キュー内でのディレクトリハーベスト攻撃防止

ディレクトリハーベスト攻撃（DHA）のほとんどは、ドメインだけを受信者アクセステーブル
（RAT）に入力しておき、LDAP受け入れ検証をワークキュー内で実行することによって防止で
きます。この方法を使用すると、悪意のある送信者が、受信者が有効かどうかをSMTPカンバセー
ション中に知ることはできなくなります。（受け入れクエリが設定されているときは、システム

はメッセージを受け入れて、LDAP受け入れ検証をワークキュー内で実行します）。ただし、メッ
セージのエンベロープ送信者には、受信者が無効である場合にバウンスメッセージが送信されま

す。

ワークキュー内でディレクトリハーベスト攻撃防止するための設定

ディレクトリハーベスト攻撃を防止するには、初めにLDAPサーバプロファイルを設定してLDAP
受け入れをイネーブルにします。LDAP受け入れクエリをイネーブルにしたら、次のように、そ
の受け入れクエリを使用するようにリスナーを設定すると共に、受信者が一致しない場合はメー

ルをバウンスするように指定します。

次に、メールフローポリシーを設定します。このポリシーでは、所定の時間内に送信 IPアドレ
スあたりどれだけの無効な受信者アドレスをシステムが受け入れるかを定義します。この数を超

えると、システムはこの状態がDHA（ディレクトリハーベスト攻撃）であると判断してアラート
メッセージを送信します。このアラートメッセージに含まれる情報は次のとおりです。

LDAP: Potential Directory Harvest Attack from host=('IP-address', 'domain_name
'), dhap_limit=n, sender_group=sender_group,

listener=listener_name, reverse_dns=(reverse_IP_address, 'domain_name
', 1), sender=envelope_sender, rcpt=envelope_recipients

メールフローポリシーで指定されたしきい値に達するまでは、システムによってメッセージがバ

ウンスされますが、それ以降は応答を返すことなく受け入れられてドロップされます。したがっ

て、正当な送信者にはアドレスの誤りが通知されますが、悪意のある送信者は、どの受信者が受

け入れられたかを判断できません。

この無効受信者カウンタの働きは、現在 AsyncOSに実装されているレート制限機能に似ていま
す。つまり、管理者がこの機能をイネーブルにして、上限値をパブリックリスナーの HAT内の
メールフローポリシーの中で設定します（HATのデフォルトのメールフローポリシーを含む）。

また、コマンドラインインターフェイスで listenerconfigコマンドを使用して、これを設定する

こともできます。

この機能は、メールフローポリシーをGUIで編集するときにも表示されます（対応するリスナー
に対して LDAPクエリが作成済みの場合）。

1時間あたりの無効受信者数を入力すると、そのメールフローポリシーに対して DHAP（ディレ
クトリハーベスト攻撃防止）がイネーブルになります。デフォルトで、パブリックリスナーでは

1時間あたり最大 25件の無効受信者が受け入れられます。プライベートリスナーの場合は、1時
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間あたりの無効受信者数はデフォルトでは無制限です。この最大数を [無制限（Unlimited）]に設
定すると、そのメールフローポリシーに対して DHAPはイネーブルになりません。

SMTP 認証を行うための AsyncOS の設定
AsyncOSでは、SMTP認証がサポートされています。SMTP Authは、SMTPサーバに接続するク
ライアントを認証するメカニズムです。

このメカニズムを利用すると、特定の組織に所属するユーザが、その組織のメールサーバにリ

モートで接続している（自宅や出張先などから）ときもメールサーバを使用してメールを送信で

きるようになります。メールユーザエージェント（MUA）は、メールの送信を試行するときに
認証要求（チャレンジ/レスポンス）を発行できます。

SMTP認証は、発信メールリレーに対しても使用できます。これを利用すると、アプライアンス
がネットワークのエッジではない場合に、アプライアンスからリレーサーバへのセキュア接続を

確立できます。

AsyncOSでは、ユーザクレデンシャルの認証方式として次の 2つがサポートされています。

• LDAPディレクトリを使用する。

•別の SMTPサーバを使用する（SMTP Auth転送と SMTP Auth発信）。

図 66：SMTP Auth のサポート：LDAP ディレクトリストアまたは SMTP サーバ

SMTP認証方式を設定したら、HATメールフローポリシー内で使用される SMTP Authプロファ
イルを、smtpauthconfigコマンドを使用して作成します（リスナーでのSMTP認証の有効化, （796
ページ）を参照）。

SMTP 認証の設定
LDAPサーバを使用して認証を行う場合は、[LDAPサーバプロファイルを追加（Add LDAP Server
Profile）]または [LDAPサーバプロファイルを編集（Edit LDAP Server Profile）]ページ（または
ldapconfigコマンド）でクエリタイプとして SMTPAUTHを選択して SMTP認証クエリを作成し
ます。設定する LDAPサーバのそれぞれについて、SMTP認証プロファイルとして使用する
SMTPAUTHクエリを 1つ設定できます。

SMTP認証クエリには、「LDAPバインド」と「属性としてのパスフレーズ」の 2種類がありま
す。「属性としてのパスフレーズ」を使用するときは、アプライアンスによって LDAPディレク
トリ内のパスフレーズフィールドが取り出されます。パスフレーズは、プレーンテキスト、暗号
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化、またはハッシュされて格納されている可能性があります。LDAPバインドを使用すると、ア
プライアンスは、クライアントによって提供された資格情報を使用して LDAPサーバにログイン
しようとします。

属性としてのパスフレーズの指定

OpenLDAPの規定（RFC 2307に基づく）では、コーディングのタイプを中カッコで囲み、その後
にエンコードされたパスフレーズを続けることになっています（たとえば

「{SHA}5en6G6MezRroT3XKqkdPOmY/BfQ=」）。この例では、パスフレーズ部分はプレーンテ
キストのパスフレーズに SHAを適用してから base64エンコーディングしたものです。

アプライアンスがパスフレーズを取得する前に、SASLメカニズムのネゴシエートがMUAとの間
で行われ、アプライアンスとMUAはどの方法を使用するかを決定します（サポートされている
メカニズムは LOGIN、PLAIN、MD5、SHA、SSHA、CRYPT SASLです）。その後で、アプライ
アンスは LDAPデータベースに対するクエリを実行してパスフレーズを取得します。LDAP内で
は、中カッコで囲まれたプレフィックスがパスフレーズに付いていることがあります。

•プレフィックスが付いていない場合は、LDAP内に格納されているパスフレーズがプレーン
テキストであると見なされます。

•プレフィックスが付いている場合は、アプライアンスはそのハッシュ化パスフレーズを取得
し、MUAによって指定されたユーザ名とパスフレーズの両方あるいはどちらかのハッシュ
を実行して、ハッシュ後のパスフレーズと比較します。アプライアンスでサポートされる

ハッシュタイプは SHA1とMD5であり、RFC 2307の規定に基づいて、パスフレーズフィー
ルド内ではハッシュ化パスフレーズの前にハッシュメカニズムのタイプが付加されます。

• LDAPサーバの中には、OpenWaveLDAPサーバのように、暗号化されたパスフレーズの前に
暗号化タイプを付加しないものもあり、代わりに暗号化タイプが別の LDAP属性として格納
されています。このような場合は、管理者が指定したデフォルトの SMTPAUTH暗号化方式
であると見なされて、そのパスフレーズと SMTPカンバセーションで取得されたパスフレー
ズとが比較されます。

アプライアンスは、SMTP Auth交換から任意ユーザ名を受け取って LDAPクエリに変換し、この
クエリを使用してクリアテキストまたはハッシュ化されたパスフレーズフィールドを取得しま

す。次に、SMTP Authクレデンシャルで指定されたパスフレーズに対してハッシュが必要な場合
は実行し、その結果を LDAPからのパスフレーズと比較します（ハッシュタイプのタグがある場
合は取り除く）。一致した場合は、SMTP Authカンバセーションが続行されます。一致しない場
合は、エラーコードが返されます。
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SMTP 認証クエリの設定

表 67：SMTP Auth LDAP クエリのフィールド

クエリの名前[名前（Name）]

認証を LDAPバインド経由で行うか、パスフレーズを属性として取得して行うかを選択でき
ます。

[バインド（Bind）]：LDAPサーバへのログイン試行には、クライアントによって指定された
クレデンシャルを使用します（これを「LDAPバインド」と呼びます）。

SMTP Authクエリで使用される同時接続の最大数を指定します。この数は、上の LDAPサー
バ属性で指定した数を超えてはなりません。バインド認証時に大量のセッションタイムアウ

トが発生するのを防ぐには、ここで指定する同時接続の最大数を大きくします（一般的には、

接続のほぼすべてを SMTPAuthに割り当てることができます）。バインド認証ごとに、新し
い接続が 1つ使用されます。残りの接続は、他のタイプの LDAPクエリで共有されます。

[属性としてのパスフレーズ（Passphrase as Attribute）]：パスフレーズを取得して認証を行う
には、下の [SMTP認証のパスフレーズの属性（SMTP Auth Passphrase Attribute）]フィールド
でパスフレーズを指定します。

いずれかの種類の認証に使用する LDAPクエリを指定します。アクティブディレクトリのク
エリの例：(&(samaccountname={u})(objectCategory=person)(objectClass=user))

クエリ文字列（Query
String）

[属性としてパスフレーズを取得した認証（Authenticate by fetching the passphrase as an attribute）]
を選択した場合は、パスフレーズ属性をここで指定します。

SMTP認証のパスフ
レーズの属性（SMTP
Auth Passphrase
Attribute）

次の例では、[システム管理（System Administration）] > [LDAP]ページを使用して LDAP設定
「PublicLDAP」を編集し、SMTPAUTHクエリを追加しています。クエリ文字列（uid={u}）は、
userPassword属性と比較するように作成されています。

図 67：SMTP 認証クエリ
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SMTPAUTHプロファイルの設定が完了すると、そのクエリを SMTP認証に使用するようにリス
ナーを設定できます。

第 2 の SMTP サーバ経由での SMTP 認証（転送を使用する SMTP Auth）
SMTP認証カンバセーションのために指定されたユーザ名とパスフレーズを、別の SMTPサーバ
を使用して検証するようにアプライアンスを設定できます。

認証を行うサーバは、メールを転送するサーバとは別のものであり、SMTP認証要求への応答だ
けを行います。認証に成功したときは、専用メールサーバによるメールの SMTP転送を続行でき
ます。この機能は、「転送を使用する SMTP Auth」と呼ばれることもあります。クレデンシャル
のみが別の SMTPサーバに転送（プロキシ）されて認証が行われるからです。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTP Authentication）]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
ステップ 3 SMTP認証プロファイルの一意の名前を入力します。
ステップ 4 [プロファイルタイプ（Profile Type）]で [転送（Forward）]を選択します。
ステップ 5 [Next]をクリックします。
ステップ 6 転送サーバのホスト名/IPアドレスとポートを入力します。認証要求の転送に使用する転送インターフェ

イスを選択します。同時接続の最大数を指定します。次に、アプライアンスから転送サーバへの接続に対

して TLSを必須とするかどうかを設定します。使用する SASLメカニズムも、[プレーン（PLAIN）]と
[ログイン（LOGIN）]から選択できます（使用できる場合）。この選択は、転送サーバごとに設定されま
す。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

ステップ 8 認証プロファイルの作成が完了すると、そのプロファイルをリスナーに対してイネーブルにできます。詳

細については、リスナーでの SMTP認証の有効化, （796ページ）を参照してください。

LDAP を使用する SMTP 認証
LDAPベースの SMTP認証プロファイルを作成するには、SMTP認証クエリを LDAPサーバプロ
ファイルと共に [システム管理（System Administration）] > [LDAP]ページであらかじめ作成して
おく必要があります。このプロファイルを使用してSMTP認証プロファイルを作成します。LDAP
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プロファイルの作成方法の詳細については、LDAPクエリについて, （758ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTP Authentication）]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
ステップ 3 SMTP認証プロファイルの一意の名前を入力します。
ステップ 4 [プロファイルタイプ（Profile Type）]で [LDAP]を選択します。
ステップ 5 [Next]をクリックします。
ステップ 6 この認証プロファイルに使用する LDAPクエリを選択します。
ステップ 7 デフォルトの暗号化方式をドロップダウンメニューから選択します。選択肢には、[SHA]、[SaltedSHA]、

[Crypt]、[Plain]、[MD5]があります。LDAPサーバによって暗号化後のパスフレーズの前に暗号化タイプ
が付加される場合は、[なし（None）]を選択してください。LDAPサーバによって暗号化タイプが別エン
ティティとして保存される場合は（たとえば OpenWave LDAPサーバ）、暗号化方式をメニューから選択
してください。デフォルトの暗号化設定は、LDAPクエリにバインドが使用される場合は使用されませ
ん。

ステップ 8 [終了（Finish）]をクリックします。
ステップ 9 変更を送信し、保存します。

ステップ 10 認証プロファイルの作成が完了すると、そのプロファイルをリスナーに対してイネーブルにできます。詳
細については、リスナーでの SMTP認証の有効化, （796ページ）を参照してください。

リスナーでの SMTP 認証の有効化
[ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTPAuthentication）]ページで、実行する認証のタイ
プ（LDAPベースまたは SMTP転送ベース）を指定して SMTP認証「プロファイル」を作成した
ら、[ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ページ（または listenerconfigコマンド）
を使用して、このプロファイルをリスナーに関連付ける必要があります。

認証済みのユーザには、ユーザのその時点のメールフローポリシーの中で RELAY接続動作
が許可されます。

1つのプロファイル内で複数の転送サーバを指定することもできます。SASLメカニズム
CRAM-MD5とDIGEST-MD5は、アプライアンスと転送サーバの間ではサポートされません。

（注）
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次の例では、リスナー「InboundMail」で SMTPAUTHプロファイルが使用されるように、[リス
ナーを編集（Edit Listener）]ページで設定しています。

図 68：SMTP 認証プロファイルを [リスナーを編集（Edit Listener）] ページで選択する

プロファイルを使用するようにリスナーを設定したら、そのリスナーでの SMTP認証を許可、禁
止、または必須とするようにホストアクセステーブルのデフォルト設定を変更できます。

図 69：メールフローポリシーでの SMTP 認証のイネーブル化

説明番号

（Number）

[SMTP認証（SMTP Authentication）]フィールドでは、リスナーレベルで SMTP認証
を制御します。[いいえ（No）]を選択した場合は、SMTP認証に関する他の設定にか
かわらず、このリスナーでは認証はイネーブルになりません。

1.

2番めのプロンプト（[SMTP認証（SMTP Authentication）]）で [必須（Required）]を
選択した場合は、AUTHキーワードが発行されるのは TLSがネゴシエートされた（ク
ライアントが別の EHLOコマンドを発行した）後となります。

2.

SMTP 認証と HAT ポリシーの設定

送信者は送信者グループとしてまとめられ、その後で SMTP認証ネゴシエーションが開始するの
で、ホストアクセステーブル（HAT）の設定には影響は及びません。リモートメールホストが
接続するときに、アプライアンスは初めにどの送信者グループが該当するかを特定して、その送

信者グループのメールポリシーを適用します。たとえば、リモートMTA「suspicious.com」が

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
797

LDAP クエリ
LDAP を使用する SMTP 認証



SUSPECTLISTという送信者グループに属している場合は、「suspicious.com」のSMTPAUTHネゴ
シエーションの結果とは無関係に THROTTLEポリシーが適用されます。

ただし、SMTPAUTHを使用して認証を受ける送信者の扱いは、「通常の」送信者とは異なりま
す。SMTPAUTHセッションに成功した場合の接続動作は「RELAY」に変更されるので、実質的
に受信者アクセステーブル（RAT）と LDAPACCEPTはバイパスされます。その結果、送信者は
メッセージをアプライアンス経由でリレーできます。したがって、適用されるレート制限やスロッ

トリングがある場合は、引き続き有効になります。

HAT 遅延拒否

HAT遅延拒否が設定済みのときは、HAT送信者グループとメールフローポリシーの設定に基づ
いて本来ならばドロップされる接続も、認証に成功し、RELAYメールフローポリシーが許可さ
れます。

メッセージ受信者レベルで HAT拒否を実行するかどうかを設定します。デフォルトでは、HAT
によって拒否された接続は SMTPカンバセーションの開始時にバナーメッセージをともなって終
了されます。

HAT「拒否」設定で電子メールが拒否されると、AsyncOSでは SMTPカンバセーションの開始時
ではなく、メッセージ受信者レベル（RCPT TO）で拒否を実行できます。この方法でメッセージ
を拒否することで、メッセージの拒否が遅延されメッセージがバウンスするため、AsyncOSは拒
否されたメッセージに関するより詳細な情報を取得できます。たとえば、ブロックされたメッセー

ジのアドレスおよび各受信者のアドレスからメールを表示できます。また、HAT拒否の遅延に
よって、送信側MTAが何度も再試行される可能性も小さくなります。

HAT遅延拒否をイネーブルにすると、次の動作が発生します。

• MAIL FROMコマンドが許可されるが、メッセージオブジェクトは作成されない。

•電子メールの送信のためのアクセスが拒否されたというメッセージが表示され、すべての
RCPT TOコマンドが拒否される。

• SMTP AUTHを使用して送信側MTAが認証される場合、RELAYポリシーが許可され、メー
ルを通常どおりに送信できる。

遅延拒否を設定するには、CLIの listenerconfig --> setupコマンドを使用します。この動作は、

デフォルトではディセーブルになっています。

次の表に、HATの遅延拒否を設定する方法を説明します。
example.com> listenerconfig

Currently configured listeners:

1. listener1 (on main, 172.22.138.17) QMQP TCP Port 628 Private

2. listener2 (on main, 172.22.138.17) SMTP TCP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.

- EDIT - Modify a listener.
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- DELETE - Remove a listener.

- SETUP - Change global settings.

[]> setup

Enter the global limit for concurrent connections to be allowed across all listeners.

[300]>

[...]

By default HAT rejected connections will be closed with a banner
message at the start of the SMTP conversation. Would you like to do the rejection at the
message recipient level instead for more detailed logging of rejected mail?

[N]> y

Do you want to modify the SMTP RCPT TO reject response in this case?

[N]> y

Enter the SMTP code to use in the response. 550 is the standard code.

[550]> 551

Enter your custom SMTP response. Press Enter on a blank line to finish.

Sender rejected due to local mail policy.

Contact your mail admin for assistance.

クライアント証明書を使用した SMTP セッションの認証
Eメールセキュリティアプライアンスは、Eメールセキュリティアプライアンスとユーザのメー
ルクライアント間の SMTPセッションを認証するためにクライアント証明書の使用をサポートし
ます。

SMTP認証プロファイルを作成する場合は、証明書を確認するときに使用する証明書認証 LDAP
クエリを選択します。また、クライアント証明書が使用できなかった場合、Eメールセキュリティ
アプライアンスがユーザ認証するための SMTP AUTHコマンドにフォールバックするかどうかを
指定できます。

組織でユーザを認証するためにクライアント証明書を使用する場合、クライアント証明書を持た

ないユーザがユーザのデータが許可するように指定されている限りメールを送信できるかどうか

判断するために、SMTP認証クエリを使用できます。

発信 SMTP 認証
SMTP認証は、発信メールリレーをユーザ名とパスフレーズを使用して検証するときにも使用で
きます。「発信」SMTP認証プロファイルを作成してから、このプロファイルを全ドメインの
SMTPルートに関連付けます。メール配信試行のたびに、アプライアンスは必要なクレデンシャ
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ルを使用してアップストリームメールリレーにログインします。SMTP認証は、認証プロトコル
の PLAINと LOGINをサポートします。

ステップ 1 送信 SMTP認証プロファイルを作成します。

1 [ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTP Authentication）]を選択します。
2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
3 SMTP認証プロファイルの一意の名前を入力します。
4 [プロファイルタイプ（Profile Type）]で [送信（Outgoing）]を選択します。
5 [Next]をクリックします。
6 認証プロファイルの認証用ユーザ名とパスフレーズを入力します。

7 [終了（Finish）]をクリックします。

ステップ 2 ステップ 1で作成した送信 SMTP認証プロファイルを使用するように、SMPTルートを設定します。

1 [ネットワーク（Network）] > [SMTPルート（SMTP Routes）]を選択します。
2 テーブルの [受信ドメイン（Receiving Domain）]カラムで、[その他のすべてのドメイン（All Other

Domains）]リンクをクリックします。
3 SMTPルートの宛先ホストの名前を [宛先ホスト（DestinationHost）]に入力します。これは、発信メー
ルの配信に使用される外部メールリレーのホスト名です。

4 発信 SMTP認証プロファイルをドロップダウンメニューから選択します。
5 変更を送信し、保存します。

ロギングと SMTP 認証
SMTP認証メカニズム（LDAPベース、SMTP転送サーバベース、または SMTP発信）がアプラ
イアンス上で設定されている場合は、以下のイベントがメールログに記録されます。

•（情報）SMTP認証成功：認証されたユーザと、使用されたメカニズムも記録されます。（プ
レーンテキストのパスフレーズが記録されることはありません）。

•（情報）SMTP認証失敗：認証されたユーザと、使用されたメカニズムも記録されます。

•（警告）認証サーバに接続不可能：サーバ名とメカニズムも記録されます。

•（警告）タイムアウトイベント：転送サーバ（アップストリームの、インジェクションを行
うアプライアンスと通信）が認証要求を待つ間にタイムアウトした場合。

ユーザの外部 LDAP 認証の設定
ネットワーク上の LDAPディレクトリを使用してユーザを認証するようにアプライアンスを設定
できます。このように設定すると、ユーザが各自の LDAPユーザ名とパスフレーズを使用してロ
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グインできるようになります。LDAPサーバに対する認証クエリを設定したら、アプライアンス
による外部認証の使用をイネーブルにします（GUIの [システム管理（System Administration）] >
[ユーザ（Users）]ページまたは CLIの userconfigコマンドを使用します）。

ステップ 1 ユーザアカウントを検索するためのクエリーを作成します。LDAPサーバプロファイルで、LDAPディレ
クトリ内のユーザアカウントを検索するためのクエリを作成します。

ステップ 2 グループメンバーシップクエリーを作成します。ユーザが特定のディレクトリグループのメンバーかど

うかを判断するためのクエリを作成します。

ステップ 3 LDAPサーバを使用するように外部認証をセットアップします。この LDAPサーバをユーザ認証に使用す
るようにアプライアンスを設定し、ユーザロールを LDAPディレクトリ内のグループに割り当てます。
詳細については、「Distributing Administrative Tasks」の章の「Adding Users」を参照してください。

[LDAP]ページの [クエリのテスト（Test Query）]ボタン（または ldaptestコマンド）を使用し
て、クエリから返される結果が期待したとおりであることを確認します。詳細については、LDAP
クエリのテスト, （775ページ）を参照してください。

（注）

ユーザアカウントクエリ

外部ユーザを認証するために、AsyncOSはクエリを使用してそのユーザのレコードを LDAPディ
レクトリ内で検索し、ユーザのフルネームが格納されている属性を見つけます。管理者が選択し

たサーバタイプに応じて、AsyncOSによってデフォルトのクエリとデフォルトの属性が入力され
ます。アカウントが失効しているユーザは拒否するようにアプライアンスを設定することもでき

ます。それには、RFC 2307で規定されている属性が LDAPユーザレコード内で定義されている
必要があります（shadowLastChange、shadowMax、および shadowExpire）。ユーザレコードが存
在するドメインレベルのベース DNが必須です。

次の表に、AsyncOSがユーザアカウントをActiveDirectoryサーバ上で検索するときに使用される
デフォルトのクエリ文字列とユーザのフルネーム属性を示します。

表 68：デフォルトのユーザアカウントクエリ文字列と属性：Active Directory

Active Directoryサーバタイプ（Server Type）

（ブランク）（ユーザレコードを見つけるには具体的な

ベース DNを使用する必要があります）
ベース DN（Base DN）

(&(objectClass=user)(sAMAccountName={u}))クエリ文字列

displayNameユーザのフルネームが格納されてい

る属性

次の表に、AsyncOSがユーザアカウントを OpenLDAPサーバ上で検索するときに使用されるデ
フォルトのクエリ文字列とユーザのフルネーム属性を示します。
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表 69：デフォルトのユーザアカウントクエリ文字列と属性：OpenLDAP

OpenLDAPサーバタイプ（Server Type）

（ブランク）（ユーザレコードを見つけるには具体的な

ベース DNを使用する必要があります）
ベース DN（Base DN）

(&(objectClass=posixAccount)(uid={u}))クエリ文字列

gecosユーザのフルネームが格納されてい

る属性（Attribute containing the user’s
full name）

グループメンバーシップクエリ

AsyncOSは、ユーザが特定のディレクトリグループのメンバーかどうかを判断するという目的で
もクエリを使用します。ディレクトリグループメンバーシップ内のメンバーシップによって、そ

のユーザのシステム内のアクセス許可が決まります。GUIの [システム管理（SystemAdministration）]
> [ユーザ（Users）]ページ（または CLIの userconfig）で外部認証をイネーブルにするときに、
ユーザロールをLDAPディレクトリ内のグループに割り当てます。ユーザロールによって、その
ユーザがシステム内で持つアクセス許可が決まります。外部認証されたユーザの場合は、ロール

は個々のユーザではなくディレクトリグループに割り当てられます。たとえば、ITというディレ
クトリグループ内のユーザに「Administrator」というロールを割り当て、「Support」というディ
レクトリグループのユーザに「Help Desk User」というロールを割り当てます。

1人のユーザが複数の LDAPグループに属しており、それぞれユーザロールが異なる場合は、最
も限定的なロールのアクセス許可が AsyncOSによってそのユーザに付与されます。たとえば、
ユーザがOperator権限を持つグループとHelpDeskUser権限を持つグループに属する場合、AsyncOS
はユーザに Help Desk Userロールの権限を割り当てます。

グループメンバーシップを問い合わせるための LDAPプロファイルを設定するときに、グループ
レコードが格納されているディレクトリレベルのベースDNを入力し、グループメンバーのユー
ザ名が格納されている属性と、グループ名が格納されている属性を入力します。LDAPサーバプ
ロファイルに対して選択されたサーバタイプに基づいて、ユーザ名とグループ名の属性のデフォ

ルト値とデフォルトクエリ文字列が AsyncOSによって入力されます。

ActiveDirectoryサーバの場合は、ユーザが特定のグループのメンバーかどうかを判断するため
のデフォルトのクエリ文字列は (&(objectClass=group)(member={u}))です。ただし、使用する
LDAPスキーマにおいて、「memberof」のリストでユーザ名ではなく識別名が使用されている
場合は、{dn}を {u}の代わりに使用できます。

（注）

次の表に、AsyncOSがActiveDirectoryサーバ上でグループメンバーシップ情報を検索するときに
使用されるデフォルトのクエリ文字列と属性を示します。
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表 70：デフォルトのグループメンバーシップクエリ文字列と属性：Active Directory

Active Directoryサーバタイプ（Server Type）

（ブランク）（グループレコードを見つけるには具体的

なベース DNを使用する必要があります）
ベース DN（Base DN）

(&(objectClass=group)(member={u}))

使用するLDAPスキーマにおいてmemberOfリ
ストの中でユーザ名ではなく識別名が使用され

ている場合は、{u}の代わりに {dn}を使用で
きます。

（注）

ユーザが特定のグループのメンバーか

どうかを判断するためのクエリ文字列

member各メンバーのユーザ名（またはその

ユーザのレコードの DN）が格納され
ている属性

cnグループ名が格納されている属性

次の表に、AsyncOSがOpenLDAPサーバ上でグループメンバーシップ情報を検索するときに使用
されるデフォルトのクエリ文字列と属性を示します。

表 71：デフォルトのグループメンバーシップクエリ文字列と属性：OpenLDAP

OpenLDAPサーバタイプ（Server Type）

（ブランク）（グループレコードを見つけるには具体的

なベース DNを使用する必要があります）
ベース DN（Base DN）

(&(objectClass=posixGroup)(memberUid={u}))ユーザが特定のグループのメンバーか

どうかを判断するためのクエリ文字列

memberUid各メンバーのユーザ名（またはその

ユーザのレコードの DN）が格納され
ている属性

cnグループ名が格納されている属性

スパム隔離機能へのエンドユーザ認証
スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリとは、ユーザがスパム隔離機能にログインするときに

ユーザを検証するためのクエリです。トークン {u}は、ユーザを示します（ユーザのログイン名
を表します）。トークン {a}は、ユーザの電子メールアドレスを示します。LDAPクエリによっ
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て「SMTP:」が電子メールアドレスから除去されることはありません。ただし、AsyncOSはこの
部分をアドレスから除去します。

スパム隔離機能のエンドユーザアクセス検証にLDAPクエリを使用するには、[有効なクエリとし
て指定する（Designate as the active query）]チェックボックスをオンにしてください。すでにアク
ティブなクエリがある場合、そのクエリはディセーブルになります。[システム管理（System
Administration）] > [LDAP]ページを開いたときに、アクティブなクエリの横にアスタリスク（*）
が表示されます。

サーバタイプに基づいて、次のデフォルトクエリ文字列がエンドユーザ認証クエリに使用されま

す。

• Active Directory：(sAMAccountName={u})

• OpenLDAP：(uid={u})

• Unknown or Other：（ブランク）

デフォルトでは、プライマリメール属性は Active Directoryサーバの場合は proxyAddresses、
OpenLDAPサーバの場合は mailです。独自のクエリとメール属性を入力できます。クエリを CLI
で作成するには、ldapconfigコマンドの isqauthサブコマンドを使用します。

ユーザのログイン時に各自のメールアドレス全体を入力させる場合は、(mail=smtp:{a})という
クエリ文字列を使用します。

（注）

Active Directory エンドユーザ認証の設定例
ここでは、ActiveDirectoryサーバとエンドユーザ認証クエリの設定の例を示します。この例では、
Active Directoryサーバに対してパスフレーズ認証を使用し、メール属性は mailと proxyAddresses
を使用し、Active Directoryサーバに対するエンドユーザ認証にはデフォルトのクエリ文字列を使
用します。

表 72：LDAP サーバとスパム隔離へのエンドユーザ認証の設定例：Active Directory

パスフレーズを使用（検索用にバインドするための低特権のユー

ザを作成するか、匿名検索を設定する必要があります）

認証方式

Active Directoryサーバタイプ（Server
Type）

3268[ポート（Port）]

（ブランク）ベース DN（Base DN）

（ブランク）接続プロトコル

(sAMAccountName={u})クエリ文字列
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パスフレーズを使用（検索用にバインドするための低特権のユー

ザを作成するか、匿名検索を設定する必要があります）

認証方式

mail,proxyAddressesメール属性

OpenLDAP エンドユーザ認証の設定の例
ここでは、OpenLDAPサーバとエンドユーザ認証クエリの設定の例を示します。この例では、
OpenLDAPサーバに対して匿名認証を使用し、メール属性は mailと mailLocalAddressを使用し、
OpenLDAPサーバに対するエンドユーザ認証にはデフォルトのクエリ文字列を使用します。

表 73：LDAP サーバとスパム隔離へのエンドユーザ認証の設定例：OpenLDAP

匿名認証方式

OpenLDAPサーバタイプ（Server
Type）

389[ポート（Port）]

（ブランク）（古いスキーマでは具体的なベース DNの使用が要求
されることがあります）

ベース DN（Base DN）

（ブランク）接続プロトコル

(uid={u})クエリ文字列

mail,mailLocalAddressメール属性

スパム隔離のエイリアス統合クエリ
スパム通知を使用する場合は、スパム隔離のエイリアス統合クエリを使用して電子メールエイリ

アスを 1つにまとめると、受信者がエイリアスごとに隔離通知を受け取ることはなくなります。
たとえば、ある受信者がメールアドレス john@example.com、jsmith@example.com、および
john.smith@example.comのメールを受け取るとします。エイリアス統合を使用すると、受信者が
受け取るスパム通知は 1通だけとなります。送信先は、このユーザのエイリアスすべてに送信さ
れるメッセージのプライマリ電子メールアドレスとして選択されたアドレスです。

メッセージを統合してプライマリ電子メールアドレスに送信するには、受信者の代替電子メール

エイリアスを検索するためのクエリを作成してから、受信者のプライマリ電子メールアドレスの

属性を [メール属性（Email Attribute）]フィールドに入力します。
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スパム隔離機能のスパム通知に LDAPクエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する
（Designate as the active query）]チェックボックスをオンにしてください。すでにアクティブなク
エリがある場合、そのクエリはディセーブルになります。[システム管理（SystemAdministration）]
> [LDAP]ページを開いたときに、アクティブなクエリの横にアスタリスク（*）が表示されます。

Active Directoryサーバの場合は、デフォルトのクエリ文字列は
(|(proxyAddresses={a})(proxyAddresses=smtp:{a}))で、デフォルトのメール属性は mailです。
OpenLDAPサーバの場合は、デフォルトのクエリ文字列は (mail={a})で、デフォルトのメール属
性はmailです。独自のクエリとメール属性を定義することもできます。属性が複数の場合は、カ
ンマで区切ります。入力する電子メール属性が複数ある場合は、最初の電子メール属性として、

変動する可能性のある値を複数持つ属性（たとえばproxyAddresses）ではなく、値を1つだけ使用
する一意の属性（たとえば mail）を入力することを推奨します。

クエリを CLIで作成するには、ldapconfigコマンドの isqaliasサブコマンドを使用します。

Active Directory エイリアス統合の設定例
ここでは、Active Directoryサーバとエイリアス統合クエリの設定の例を示します。この例では、
Active Directoryサーバに対して匿名認証を使用し、Active Directoryサーバに対するエイリアス統
合用のクエリ文字列を指定し、メール属性は mailを使用します。

表 74：LDAP サーバとスパム隔離のエイリアス統合の設定例：Active Directory

匿名認証方式

Active Directoryサーバタイプ（Server Type）

3268[ポート（Port）]

（ブランク）ベース DN（Base DN）

SSLを使用する（Use SSL）接続プロトコル

(
|(mail={a})(mail=smtp:{a})
)

クエリ文字列

メールアドレスメール属性

この例は、説明のみを目的としています。クエリおよび OU、またはツリー設定は、環境と設
定によって異なる場合があります。

（注）
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OpenLDAP エイリアス統合の設定例
ここでは、OpenLDAPサーバとエイリアス統合クエリの設定の例を示します。この例では、
OpenLDAPサーバの匿名認証を使用し、OpenLDAPサーバに対するエイリアス統合用のクエリ文
字列を指定し、メール属性は mailを使用します。

表 75：LDAP サーバとスパム隔離のエイリアス統合の設定例：OpenLDAP

匿名認証方式

OpenLDAPサーバタイプ（Server
Type）

389[ポート（Port）]

（ブランク）（古いスキーマでは具体的なベース DNの使用が要求
されることがあります）

ベース DN（Base DN）

SSLを使用する（Use SSL）接続プロトコル

(mail={a})クエリー文字列（Query
String）

メールアドレスメール属性（Email
Attribute）

この例は、説明のみを目的としています。クエリおよび OU、またはツリー設定は、環境と設
定によって異なる場合があります。

（注）

ユーザ識別名の設定の例
ここでは、Active Directoryサーバとエンドユーザ識別名クエリの設定の例を示します。この例で
は、Active Directoryサーバに対して匿名認証を使用し、Active Directoryサーバに対するユーザの
識別名検索用のクエリ文字列を指定ます。

表 76：LDAP サーバとスパム隔離エイリアス統合の設定例：Active Directory

匿名認証方式

Active Directoryサーバタイプ（Server Type）

3268[ポート（Port）]
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匿名認証方式

（ブランク）ベース DN（Base DN）

SSLを使用する（Use SSL）接続プロトコル

(proxyAddresses=smtp:{a})クエリ文字列

この例は、説明のみを目的としています。クエリおよび OU、またはツリー設定は、環境と設
定によって異なる場合があります。

（注）

AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定
LDAPプロファイルを設定するときに、アプライアンスからの接続先となる複数の LDAPサーバ
をリストとして設定できます。複数の LDAPサーバを使用するには、LDAPサーバに格納されて
いる情報が同一になるように設定する必要があります。また、構造も同一で、使用する認証情報

も同一でなければなりません（レコードを統合できる製品がサードパーティから提供されていま

す）。

冗長化した複数の LDAPサーバに接続するようにアプライアンスを設定すると、LDAPのフェー
ルオーバーまたはロードバランシングを設定できます。

複数の LDAPサーバを使用すると、次のことが可能になります。

•フェールオーバー。フェールオーバーのための LDAPプロファイルを設定しておくと、アプ
ライアンスが最初の LDAPサーバに接続できなくなったときに、リスト内の次の LDAPサー
バへのフェールオーバーが行われます。

•ロードバランシング。ロードバランシングのためのLDAPプロファイルを設定しておくと、
アプライアンスが LDAPクエリを実行するときに、アプライアンスからの接続はリスト内の
LDAPサーバに分散されます。

冗長LDAPサーバを設定するには、[システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP]ページまた
は CLIの ldapconfigコマンドを使用します。

サーバとクエリのテスト
[Add（または Edit）LDAP Server Profile]ページの [テストサーバ（Test Server(s)）]ボタン（また
は CLIの testサブコマンド）を使用して、LDAPサーバへの接続をテストします。複数の LDAP
サーバを使用する場合は、各サーバのテストが実行されて、各サーバの結果が個別に表示されま

す。各 LDAPサーバでのクエリのテストも実行されて、結果が個別に表示されます。
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フェールオーバー

LDAPクエリが確実に解決されるようにするには、フェールオーバーのための LDAPプロファイ
ルを設定します。LDAPサーバへの接続に失敗した場合、または問い合わせで特定のエラーコー
ド（利用不可やビジーなど）が返される場合、アプライアンスはリストで指定されている次の

LDAPサーバへの問い合わせを試行します。

アプライアンスは、LDAPサーバリスト内の最初のサーバへの接続を、所定の時間が経過するま
で試行します。アプライアンスがリストの最初の LDAPサーバに接続できない場合、または問い
合わせで特定のエラーコード（利用不可やビジーなど）が返される場合、アプライアンスはリス

トの次の LDAPサーバへの接続を試行します。デフォルトでは、アプライアンスは常にリスト内
の最初のサーバへの接続を試行し、それ以降の各サーバへの接続を、リスト内で指定されている

順に試行します。アプライアンスが確実にプライマリの LDAPサーバにデフォルトで接続するよ
うにするには、そのサーバが LDAPサーバリストの先頭に入力されていることを確認してくださ
い。

アプライアンスが 2番め以降の LDAPサーバに接続した場合は、タイムアウトの時間に達するま
で、そのサーバに接続したままになります。タイムアウトの時間に達すると、リスト内の最初の

サーバへの再接続が試行されます。

指定されたLDAPサーバを問い合わせる試行のみがフェールオーバーします。指定されたLDAP
サーバに関連付けられた参照サーバまたは継続サーバを問い合わせる試行はフェールオーバー

しません。

（注）

LDAP フェールオーバーのためのアプライアンスの設定
LDAPフェールオーバーを行うようにアプライアンスを設定するには、GUIで以下の手順を実行
します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [LDAP]ページで、編集する LDAPサーバプロファイルを選択
します。

ステップ 2 LDAPサーバプロファイルから、次の項目を設定します。

説明番号（Number）

LDAPサーバの一覧を表示します。1
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説明番号（Number）

最大接続数を設定します。2

ステップ 3 他の LDAP設定を指定して変更を確定します。

ロードバランシング

LDAP接続をグループ内のLDAPサーバ間に分散させるには、ロードバランシングのためのLDAP
プロファイルを設定します。

ロードバランシングのための LDAPプロファイルを設定しておくと、アプライアンスからの接続
はリスト内の LDAPサーバに分散されます。接続に失敗したときやタイムアウトしたときは、ア
プライアンスは使用可能な LDAPサーバを判断して、使用可能なサーバに再接続します。アプラ
イアンスは、管理者が設定した最大同時接続数に基づいて、同時に確立する接続の数を決定しま

す。

リストで指定された LDAPサーバの 1つが応答しなくなった場合は、アプライアンスからの接続
の負荷は残りの LDAPサーバに分散されます。

ロードバランシングのためのアプライアンスの設定

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [LDAP]ページで、編集する LDAPサーバプロファイルを選択
します。

ステップ 2 LDAPサーバプロファイルから、次の項目を設定します。

説明番号

（Number）

LDAPサーバの一覧を表示します。1

最大接続数を設定します。2
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ステップ 3 他の LDAP設定を指定して変更を確定します。
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第 28 章

クライアント認証を使用した SMTP セッショ
ンの認証

この章は、次の項で構成されています。

• 証明書と SMTP認証の概要, 813 ページ

• クライアント証明書の有効性の確認, 815 ページ

• LDAPディレクトリを使用したユーザの認証, 816 ページ

• クライアント証明書を使用した TLS経由の SMTP接続の認証, 817 ページ

• アプライアンスからの TLS接続の確立, 818 ページ

• 無効にされた証明書のリストの更新, 819 ページ

証明書と SMTP 認証の概要
Eメールセキュリティアプライアンスは、Eメールセキュリティアプライアンスとユーザのメー
ルクライアント間の SMTPセッションを認証するためにクライアント証明書の使用をサポートし
ます。Eメールセキュリティアプライアンスは、アプリケーションがメッセージを送信するため
にアプライアンスに接続しようとするときに、ユーザのメールクライアントからのクライアント

証明書を要求することができます。アプライアンスがクライアント証明書を受け取ったとき、証

明書が有効である、有効期限が切れていない、無効になっていないことを確認します。証明書が

有効であれば、Eメールセキュリティアプライアンスは TLS経由でメールアプリケーションか
らの SMTP接続を許可します。

ユーザがメールクライアントに Common Access Card（CAC）を使用する必要がある組織では、
CACおよび ActivClientのミドルウェアアプリケーションがアプライアンスに提供する証明書を
要求するために、この機能を使用して Eメールセキュリティアプライアンスを設定できます。

メールの送信時にユーザに証明書を提供することを要求するようにEメールセキュリティアプラ
イアンスを設定できますが、ここでは特定のユーザに対する例外を許可します。これらのユーザ
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には、ユーザの認証に SMTP認証 LDAPクエリーを使用するようにアプライアンスを設定できま
す。

ユーザはセキュア接続（TLS）経由でメッセージを送信するために自分のメールクライアントを
設定し、アプライアンスからサーバ証明書を受け入れる必要があります。

クライアント証明書でのユーザの認証方法

表 77：クライアント証明書でのユーザの認証方法

詳細（More Info）操作内容

クライアント証明書の有効性の確認,
（815ページ）

LDAPサーバの認証クエリーを定義します。ステップ 1

クライアント証明書を使用したTLS経
由のSMTP接続の認証,（817ページ）

証明書ベースの SMTP認証プロファイルを作成します。ステップ 2

Webインターフェイスを使用してリス
ナーを作成することによる接続要求の

リスニング, （86ページ）

証明書 SMTP認証プロファイルを使用するようにリスナーを設
定します。

ステップ

3：

アプライアンスからの TLS接続の確
立, （818ページ）

TLS、クライアント認証および SMTP認証を要求するように
RELAYEDメールフローポリシーを変更します。

ステップ

4：

SMTP 認証 LDAP クエリーでのユーザの認証方法

表 78：SMTP 認証 LDAP クエリーでのユーザの認証方法

詳細（More Info）操作内容

LDAPディレクトリを使用したユーザの認証, （
816ページ）

許可クエリー文字列と認証方式のバインドを使用

する、サーバのSMTP認証クエリーを定義します。
ステップ 1

SMTP認証を行うための AsyncOSの設定, （792
ページ）

LDAPベースの SMTP認証プロファイルを作成し
ます。

ステップ 2

ユーザが接続で LDAPベースの SMTP認証の使
用を許可されていない場合は、アプライアンス

が接続拒否するか、すべてのアクティビティを

記録する間一時的に許可するかを選択します。

LDAPの SMTP認証プロファイルを使用するよう
にリスナーを設定します。

ステップ 3：

アプライアンスからの TLS接続の確立, （818
ページ）

TLSおよびSMTP認証を要求するようにRELAYED
メールフローポリシーを変更します。

ステップ 4：
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クライアント認証が無効な場合の LDAP SMTP 認証クエリでのユーザの
認証方法

表 79：クライアント認証または LDAP SMTP 認証クエリーでのユーザの認証方法

詳細（More Info）操作内容

LDAPディレクトリを使用したユーザの認証, （
816ページ）

許可クエリー文字列と認証方式のバインドを使用す

る、サーバの SMTP認証クエリーを定義します。
ステップ 1

クライアント証明書の有効性の確認, （815ペー
ジ）

LDAPサーバの認証ベースのクエリーを定義します。ステップ 2

クライアント証明書を使用した TLS経由の SMTP
接続の認証, （817ページ）

証明書ベースの SMTP認証プロファイルを作成しま
す。

ステップ

3：

SMTP認証を行うための AsyncOSの設定, （792
ページ）

LDAPの SMTP認証プロファイルを作成します。ステップ

4：

Webインターフェイスを使用してリスナーを作成
することによる接続要求のリスニング, （86ペー
ジ）

証明書 SMTP認証プロファイルを使用するようにリ
スナーを設定します。

ステップ

5：

アプライアンスからのTLS接続の確立,（818ペー
ジ）

1 次の設定を使用するように RELAYEDメールフ
ローポリシーを変更します。

2 TLS推奨
3 SMTP認証必須
4 SMTP認証のために TLSが必要

ステップ

6：

クライアント証明書の有効性の確認
ユーザのメールクライアントと Eメールセキュリティアプライアンス間の SMTPセッションを
認証するために、証明書認証 LDAPクエリーはクライアント証明書の有効性をチェックします。
このクエリを作成する際に、認証のための証明書フィールドのリストを選択して、ユーザ ID属性
（デフォルトは uid）を指定して、クエリ文字列を入力します。

たとえば、証明書の共通名とシリアル番号を検索するクエリー文字列は、

(&(objectClass-posixAccount)(caccn={cn})(cacserial={sn})のようになります。クエリーを作成した後
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で、証明書SMTP認証プロファイルで使用できます。このLDAPクエリーは、OpenLDAP、Active
Directoryおよび Oracle Directoryをサポートします。

LDAPサーバの設定の詳細については、LDAPクエリ, （757ページ）を参照してください。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [LDAP]を選択します。
ステップ 2 新しい LDAPプロファイルを作成します。詳細については、LDAPサーバに関する情報を格納する LDAP

サーバプロファイルの作成, （762ページ）を参照してください。
ステップ 3 [認証クエリーを証明（Certificate Authentication Query）]チェックボックスをオンにします。
ステップ 4 クエリー名を入力します。

ステップ 5 ユーザの証明書を認証するためのクエリー文字列を入力します。たとえば、(&(objectClass=user)(cn={cn}))
と入力します。

ステップ 6 sAMAccountNameなどのユーザ ID属性を入力します。
ステップ 7 変更を送信し、保存します。

LDAP ディレクトリを使用したユーザの認証
SMTP認証 LDAPクエリーには、Eメールセキュリティアプライアンスがユーザのメールクライ
アントが LDAPディレクトリのユーザのレコードに基づいてアプライアンスを介してメール送信
できるかを判断する、許可クエリー文字列が含まれています。これは、レコードに許可すること

が指定してされていれば、クライアントの証明書のないユーザがメールを送信することが可能で

す。

その他の属性に基づいた結果のフィルタリングもできます。たとえば、

(&(uid={u})(|(!(caccn=*))(cacexempt=*)(cacemergency>={t})))というクエリー文字列は、次の条

件のいずれかがユーザに当てはまるかどうかチェックします。

• CACがユーザに発行されていない（caccn=* ）

• CACが免除される（cacexempt=*）

• CACなしで一時的にユーザがメールを送信できる期間が将来切れる（cacemergency>={t}）
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SMTP認証クエリーの使用の詳細については、SMTP認証を行うための AsyncOSの設定, （792
ページ）を参照してください。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [LDAP]を選択します。
ステップ 2 LDAPプロファイルを定義します。詳細については、LDAPサーバに関する情報を格納する LDAPサーバ

プロファイルの作成, （762ページ）を参照してください。
ステップ 3 LDAPプロファイルの SMTP認証クエリーを定義します。
ステップ 4 [SMTP認証クエリー（SMTP Authentication Query）]チェックボックスをオンにします。
ステップ 5 クエリー名を入力します。

ステップ 6 ユーザの IDを問い合わせる文字列を入力します。たとえば、(uid={u})。

ステップ 7 認証方式に [LDAP BIND]を選択します。
ステップ 8 許可クエリー文字列を入力します。たとえば、

(&(uid={u})(|(!(caccn=*))(cacexempt=*)(cacemergency>={t})))。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

クライアント証明書を使用した TLS 経由の SMTP 接続の
認証

証明書ベースの SMTP認証プロファイルでは、Eメールセキュリティアプライアンスがクライア
ント証明書を使用して TLS経由の SMTP接続を認証できます。プロファイルを作成する場合、証
明書を確認するために使用する証明書認証 LDAPクエリーを選択します。また、クライアント証
明書が使用できなかった場合、Eメールセキュリティアプライアンスがユーザ認証するための
SMTP AUTHコマンドにフォールバックするかどうかを指定できます。

LDAPを使用した SMTP接続の認証の詳細については、SMTP認証を行うためのAsyncOSの設定,
（792ページ）を参照してください。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTP Authentication）]を選択します。
ステップ 2 [プロファイルを追加（Add Profile）]をクリックします。
ステップ 3 SMTP認証プロファイルの名前を入力します。
ステップ 4 [プロファイルタイプ（Profile Type）]で [証明書（Certificate）]を選択します。
ステップ 5 [Next]をクリックします。
ステップ 6 プロファイル名を入力します。

ステップ 7 この SMTP認証プロファイルに使用する証明書 LDAPクエリーを選択します。
クライアント証明書が使用可能でない場合、SMTP AUTHコマンドを許可するオプションを選
択しないでください。

（注）
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ステップ 8 [終了（Finish）]をクリックします。
ステップ 9 変更を送信し、保存します。

アプライアンスからの TLS 接続の確立
RELAYEDメールフローポリシーの [クライアント証明書の検証（Verify Client Certificate）]オプ
ションは、クライアント証明書が有効な場合ユーザのメールアプリケーションへのTLS接続を確
立するように、Eメールセキュリティアプライアンスに指示します。TLS推奨設定にこのオプ
ションを選択した場合、ユーザが証明書を持たない場合にもアプライアンスは非 TLS接続を許可
しますが、ユーザが無効な証明書を持つ場合は、接続を拒否します。TLS必須設定の場合、この
オプションを選択すると、アプライアンスが接続を許可するために有効な証明書が必要になりま

す。

クライアント証明書を持つユーザの SMTPセッションを認証するには、次の設定を選択します。

• TLS必須（TLS - Required）

•クライアント証明書の検証（Verify Client Certificate）

• SMTP認証が必要（Require SMTP Authentication）

SMTP認証は必須ですが、Eメールセキュリティアプライアンスは証明書認証を使用してい
るため、SMTP認証 LDAPクエリーを使用しません。

（注）

クライアント証明書の代わりに SMTP認証クエリーを使用して、ユーザの SMTPセッションを認
証するには、次の RELAYEDメールフローポリシーの設定を選択します。

• TLS必須（TLS - Required）

• SMTP認証が必要（Require SMTP Authentication）

他のユーザからの LDAPベースの SMTP認証を許可する一方で、特定のユーザからのクライアン
トの認証を要求するようにEメールセキュリティアプライアンスに要求するには、次のRELAYED
メールフローポリシーの設定を選択します。

• TLS推奨（TLS - Preferred）

• SMTP認証が必要（Require SMTP Authentication）

• TLSに SMTP認証を提供するよう義務付けます。
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無効にされた証明書のリストの更新
Eメールセキュリティアプライアンスは、ユーザの証明書が失効していないことを確認するため
に、証明書検証の一環として（証明書失効リストと呼ばれる）失効した証明書のリストを確認し

ます。サーバ上でこのリストを最新のバージョンに保ち、Eメールセキュリティアプライアンス
はユーザが作成したスケジュールでこれをダウンロードします。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [CRLソース（CRL Sources）]に移動します。
ステップ 2 SMTP TLS接続のため CRLチェックをイネーブルにします。

a) [グローバル設定（Global Settings）]で [設定を編集（Edit Settings）]をクリックします。
b) （省略可能）すべてのオプションを選択する場合、[グローバル設定（Global Settings）]チェックボッ
クスを選択します。

•インバウンドSMTP TLSのCRLチェック（CRL check for inbound SMTP TLS）。

•アウトバウンドSMTP TLSのCRLチェック（CRL check for outbound SMTP TLS）

• WebインターフェイスのCRLチェック（CRL Check for Web Interface）

c) [インバウンドSMTP TLSのCRLチェック（CRL check for inbound SMTP TLS）]、[アウトバウンドSMTP
TLSのCRLチェック（CRL check for outbound SMTP TLS）]または [WebインターフェイスのCRLチェッ
ク（CRL Check for Web Interface）]オプションのいずれかのチェックボックスを選択します。

d) 変更を送信します。

ステップ 3 [CRLソースの追加（Add CRL Source）]をクリックします。
ステップ 4 CRLソースの名前を入力します。
ステップ 5 ファイルタイプを選択します。ASN.1または PEMを指定できます。
ステップ 6 ファイル名を含むファイルのプライマリソースの URLを入力します。たとえば、

https://crl.example.com/certs.crl
ステップ 7 アプライアンスがプライマリソースに接続できない場合は、必要に応じて 2番めのソースの URLを入力

します。

ステップ 8 CRLソースをダウンロードするスケジュールを指定します。
ステップ 9 CRLソースをイネーブルにします。
ステップ 10 変更を送信し、保存します。
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クライアント証明書を使用したユーザの SMTP セッションの認証

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [LDAP]に移動して、LDAPサーバプロファイルを設定します
ステップ 2 LDAPプロファイルの証明書クエリーを定義します。

a) クエリー名を入力します。
b) 認証する証明書フィールド（シリアル番号、共通名など）を選択します。
c) クエリー文字列を入力します。たとえば、(&(caccn={cn})(cacserial={sn}))。
d) uidなどのユーザ IDフィールドを入力します。
e) 変更を送信します。

ステップ 3 [ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTP Authentication）]に移動し、証明書 SMTP認証プロファ
イルを設定します。

a) プロファイル名を入力します。
b) 使用する証明書 LDAPクエリーを選択します。
c) クライアント証明書が使用可能でない場合、SMTP AUTHコマンドを許可するオプションを選択しな
いでください。

d) 変更を送信します。

ステップ 4 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listener）]に移動して、作成した証明書 SMTP認証プロファイ
ルを使用するようにリスナーを設定します。

ステップ 5 TLS、クライアント認証および SMTP認証を要求するように RELAYEDメールフローポリシーを変更し
ます。

SMTP認証は必須ですが、Eメールセキュリティアプライアンスは証明書認証を使用している
ため、SMTP認証 LDAPクエリーを使用しません。Eメールセキュリティアプライアンスは、
ユーザを認証するためにメールアプリケーションからのクライアント証明書を要求します。

（注）

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

SMTP AUTH コマンドを使用したユーザの SMTP セッションの認証
Eメールセキュリティアプライアンスでは、クライアント証明書の代わりに SMTPAUTHコマン
ドを使用してユーザのSMTPセッションを認証することができます。ユーザが接続でSMTPAUTH
の使用を許可されていない場合は、アプライアンスが接続拒否するか、すべてのアクティビティ

を記録する間一時的に許可するかを選択できます。

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP]に移動して、LDAPサーバプロファイルを設定します。
ステップ 2 LDAPプロファイルの SMTP認証クエリーを定義します。

a) クエリー名を入力します。
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b) クエリー文字列を入力します。たとえば、(uid={u})。
c) 認証方式として [LDAP BIND]を選択します。
d) 許可クエリー文字列を入力します。たとえば、

(&(uid={u})(|(!(caccn=*))(cacexempt=*)(cacemergency>={t})))。
e) 変更を送信します。

ステップ 3 [ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTPAuthentication）]に移動し、LDAPSMTP認証プロファイ
ルを設定します。

a) プロファイル名を入力します。
b) 使用する SMTP認証 LDAPクエリーを選択します。
c) [ユーザがSMTP AUTHコマンドを使用できるかどうかをLDAPで確認する（Check with LDAP if user is

allowed to use SMTP AUTH Command）]を選択し、ユーザのアクティビティをモニタして報告すること
を選択します。

d) 変更を送信します。

ステップ 4 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listener）]に移動して、作成した LDAP SMTP認証プロファイ
ルを使用するようにリスナーを設定します。

ステップ 5 TLSおよび SMTP認証を要求するように RELAYEDメールフローポリシーを変更します。
ステップ 6 変更を送信し、保存します。

クライアント証明書または SMTP AUTH を使用したユーザの SMTP セッ
ションの認証

この設定では、Eメールセキュリティアプライアンスが、クライアント証明書を持つユーザに対
してはクライアント認証を要求し、クライアント認証を持たないユーザまたは電子メールの送信

にクライアント認証を使用できないユーザに対しては SMTP AUTHを許可する必要があります。

許可されていないユーザによる SMTP AUTHコマンドの使用は禁止されます。

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [LDAP]に移動して、LDAPサーバプロファイルを設定します。
ステップ 2 プロファイルの SMTP認証クエリーを定義します。

a) クエリー名を入力します。
b) クエリー文字列を入力します。たとえば、(uid={u})。
c) 認証方式として [LDAP BIND]を選択します。
d) 許可クエリー文字列を入力します。たとえば、

(&(uid={u})(|(!(caccn=*))(cacexempt=*)(cacemergency>={t})))。

ステップ 3 LDAPプロファイルの証明書クエリーを定義します。
a) クエリー名を入力します。
b) 認証するクライアント証明書フィールド（シリアル番号、共通名など）を選択します。
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c) クエリー文字列を入力します。たとえば、(&(caccn={cn})(cacserial={sn}))。
d) uidなどのユーザ IDフィールドを入力します。
e) 変更を送信します。

ステップ 4 [ネットワーク（Network）] > [SMTP認証（SMTPAuthentication）]に移動し、LDAPSMTP認証プロファイ
ルを設定します。

a) プロファイル名を入力します。
b) 使用する SMTP認証 LDAPクエリーを選択します。
c) [ユーザがSMTP AUTHコマンドを使用できるかどうかをLDAPで確認する（Check with LDAP if user is

allowed to use SMTP AUTH Command）]を選択し、接続を拒否することを選択します。
d) カスタム SMTP AUTH応答を入力します。たとえば 525, “Dear user, please use your CAC to send email.”
と入力します。

e) 変更を送信します。

ステップ 5 証明書 SMTP認証プロファイルを設定します。
a) プロファイル名を入力します。
b) 使用する証明書 LDAPクエリーを選択します。
c) クライアント証明書が使用可能でない場合、SMTP AUTHコマンドを許可するオプションを選択しま
す。

d) ユーザにクライアント証明書がない場合にアプライアンスが使用する LDAP SMTP認証プロファイル
を選択します。

e) 変更を送信します。

ステップ 6 [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listener）]に移動して、作成した証明書 SMTP認証プロファイ
ルを使用するようにリスナーを設定します。

ステップ 7 RELAYEDメールフローポリシーを変更して次のオプションを選択します。

• TLS推奨

• SMTP認証必須

• SMTP認証のために TLSが必要

ステップ 8 変更を送信し、保存します。
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第 29 章

FIPS 管理

この章は、次の項で構成されています。

• FIPS管理の概要, 823 ページ

• FIPSモードでの設定変更, 823 ページ

• アプライアンスの FIPSモードへの切り替え, 824 ページ

• FIPSモードでの機密データの暗号化, 825 ページ

• FIPSモードのコンプライアンスの確認, 826 ページ

• 証明書およびキーの管理, 826 ページ

• DKIM署名と検証のキーの管理, 827 ページ

FIPS 管理の概要
Federal Information Processing Standard（FIPS；連邦情報処理標準）140は、米国およびカナダ連邦
政府が共同で策定して公式に発表した標準規格です。これは、慎重な扱いを要するにもかかわら

ず機密扱いでない情報を保護するために、政府機関によって使用される暗号化モジュールの要件

を規定しています。Cisco Eメールセキュリティアプライアンスは FIPS 140-2 Level 1コンプライ
アンスの達成に Cisco SSL暗号化ツールキットを使用します。

Cisco SSL暗号化ツールキットは、OpenSSLの FISサポートの拡張バージョンと、FIPS準拠のシ
スコの共通の暗号化モジュールである Cisco SSLを含む GGSG承認された暗号化スイートです。
シスコの共通の暗号化モジュールは、EメールセキュリティアプライアンスがSSHなどのプロト
コルに対する FIPS検証済み暗号化アルゴリズムに使用するソフトウェアライブラリです。

FIPS モードでの設定変更
Eメールセキュリティアプライアンスは、アプライアンスが FIPSモードの場合Cisco SSLと FIPS
準拠の証明書を通信に使用します。詳細については、アプライアンスの FIPSモードへの切り替
え, （824ページ）を参照してください。
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FIPSレベル 1に準拠するため、Eメールセキュリティアプライアンスはお使いの設定に次の変更
を行ないます。

• SMTPの受信および配信。Eメールセキュリティアプライアンスのパブリックリスナーとリ
モートホスト間の TLSでの着信および発信 SMTPカンバセーションは TLSバージョン 1.0、
1.1、または 1.2および FIPS暗号スイートを使用します。FIPSモードでは、sslconfigを使用
して暗号スイートを変更できます。TLS v1は FIPSモードでサポートされる TLSの唯一の
バージョンです。

• Webインターフェイス。EメールセキュリティアプライアンスのWebインターフェイスへ
の HTTPSセッションに TLSバージョン 1.0、1.1、または 1.2および FIPSの暗号スイートを
使用します。これには、スパム隔離への HTTPSセッションなど、他の IPインターフェイス
が含まれます。FIPSモードでは、sslconfigを使用して暗号スイートを変更できます。

•証明書。FIPSモードは、アプライアンスに使用される証明書のタイプを制限します。証明書
には、SHA-224、SHA-256、SHA-384、および SHA-512のいずれかの署名アルゴリズム、な
らびにサイズが 2048ビットの RSAキーを使用する必要があります。アプライアンスは、こ
れらのアルゴリズムのいずれも使用しない証明書はインポートしません。アプライアンスは

非準拠の証明書を使用中の場合は FIPSモードにスイッチすることはできません。代わりに
エラーメッセージ代わりが表示されます。詳細については、証明書およびキーの管理,（826
ページ）を参照してください。

• DKIM署名および検証。DKIM署名および検証に使用される RSAキーの長さは 2048ビット
である必要があります。アプライアンスは非準拠の RSAキーを使用中の場合は FIPSモード
にスイッチすることはできません。代わりにエラーメッセージ代わりが表示されます。DKIM
署名を検証する場合に署名が FIPS準拠のキーを使用しないと、アプライアンスは永続的な
障害を返します。参照先： DKIM署名と検証のキーの管理, （827ページ）

• LDAPS。外部認証用の LDAPサーバを使用するなど、Eメールセキュリティアプライアン
スと LDAPサーバ間の TLSトランザクションは TLSバージョン 1および FIPSの暗号スイー
トを使用します。LDAPサーバがMD5ハッシュを使用してパスワードを保存する場合、SMTP
認証クエリーはMD5が FIPS準拠でないため、失敗します。

•ログ。SSH2は SCP経由のログのプッシュに許可された唯一のプロトコルです。FIPS管理に
関するエラーメッセージについては、INFOレベルの FIPSログを確認してください。

•一元管理。クラスタ化されたアプライアンスについては、FIPSモードはクラスタレベルで
しか有効にできません。

• SSL暗号化。FIPSモードでは、次の SSL暗号化のみがサポートされます：
AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA。

アプライアンスの FIPS モードへの切り替え
fipsconfig CLIコマンドを使用して、アプライアンスを FIPSモードに切り替えます。
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管理者だけがこのコマンドを使用できます。アプライアンスを非 FIPSモードから FIPSモード
に切り替えた後は、再起動が必要になります。

（注）

はじめる前に

アプライアンスに、キーサイズが 512ビットのDKIM検証プロファイルなど、FIPSに準拠してい
ないオブジェクトがないことを確認します。FIPSモードを有効にするには、すべての FIPS非準
拠オブジェクトを FIPS要件を満たすように変更する必要があります。FIPSモードでの設定変更,
（823ページ）を参照してください。アプライアンスに FIPS非準拠オブジェクトが含まれるかど
うかを確認する手順については、FIPSモードのコンプライアンスの確認,（826ページ）を参照し
てください。

手順

mail.example.com> fipsconfig
FIPS mode is currently disabled.
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure FIPS mode.
- FIPSCHECK - Check for FIPS mode compliance.
[]> setup
To finalize FIPS mode, the appliance will reboot immediately. No commit will be required.
Are you sure you want to enable FIPS mode and reboot now ? [N]> y
Do you want to enable encryption of sensitive data in configuration file when FIPS mode is
enabled? Changing the value will result in system reboot [N]> n
Enter the number of seconds to wait before forcibly closing connections.
[30]>
System rebooting. Please wait while the queue is being closed...
Closing CLI connection.
Rebooting the system...

FIPS モードでの機密データの暗号化
fipsconfigコマンドを使用して、パスワードやキーなど、アプライアンスの機密データを暗号化し
ます。このオプションを有効にすると、

•アプライアンスの次の重要なセキュリティパラメータが暗号化されて保存されます。

◦証明書の秘密キー

◦ RADIUSパスワード

◦ LDAPバインドのパスワード

◦ローカルユーザのパスワードのハッシュ

◦ SNMPパスワード

◦ DK/DKIM署名キー

◦発信 SMTP認証パスワード

◦ PostX暗号化キー

◦ PostX暗号化プロキシパスワード

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
825

FIPS 管理
FIPS モードでの機密データの暗号化



◦ FTPプッシュログサブスクリプションのパスワード

◦ IPMI LANパスワード

◦アップデータサーバの URL

管理者を含むすべてのユーザは、設定ファイルの機密情報を表示できません。（注）

•アプライアンスのスワップ領域は、アプライアンスの物理的なセキュリティが侵害された場
合の不正アクセスや調査攻撃を防ぐために暗号化されます。

手順

mail.example.com> fipsconfig
FIPS mode is currently enabled.
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure FIPS mode.
- FIPSCHECK - Check for FIPS mode compliance.
[]> setup
To finalize FIPS mode, the appliance will reboot immediately. No commit will be required.
Are you sure you want to disable FIPS mode and reboot now ? [N]> n
Do you want to enable encryption of sensitive data in configuration file when FIPS mode is
enabled? Changing the value will result in system reboot [N]> y
Enter the number of seconds to wait before forcibly closing connections.
[30]>
System rebooting. Please wait while the queue is being closed...
Closing CLI connection.
Rebooting the system...

FIPS モードのコンプライアンスの確認
fipsconfigコマンドを使用して、アプライアンスに FIPS非準拠オブジェクトが含まれているかど
うかを確認します。

手順

mail.example.com> fipsconfig
FIPS mode is currently disabled.
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure FIPS mode.
- FIPSCHECK - Check for FIPS mode compliance.
[]> fipscheck
All objects in the current configuration are FIPS compliant.
FIPS mode is currently disabled.

証明書およびキーの管理
AsyncOSでは、証明書と秘密キーのペアを使用してアプライアンスと外部のマシン間の通信を暗
号化することができます。既存の証明書およびキーペアをアップロードしたり、自己署名証明書

を生成したり、または Certificate Signing Request（CSR;証明書署名要求）を生成して認証局に送
信し、公開証明書を取得したりできます。認証局は秘密キーによって署名された信頼できる公開

証明書を戻し、それをアプライアンスにアップロードできます。
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アプライアンスが FIPSモードの場合は、次に進むことができます。

アプライアンス側 FIPSモードは、アプライアンスが FIPSに準拠するためにアプライアンスが使
用する証明書に一定の制限を追加します。証明書は、次のいずれかのシグニチャアルゴリズムを

使用する必要があります：SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、および SHA-512。

アプライアンスは、これらのアルゴリズムのいずれも使用しない証明書はインポートしません。

また、リスナーで使用中の非準拠の証明書が存在する場合、FIPSモードにスイッチすることもで
きません。代わりにエラーメッセージ代わりが表示されます。

証明書の非 FIPS状態はアプライアンスが FIPSモードであるときに CLIと GUIの両方に表示され
ます。リスナーまたは送信先コントロールなどの機能に対して使用する証明書を選択するときに、

アプライアンスはオプションとして非準拠の証明書を表示しません。

アプライアンスにおける証明書の使用の詳細については、証明書の使用,（668ページ）を参照し
てください。

次のいずれかのサービスで FIPS準拠の証明書を使用できます。

• SMTPの受信および配信。TLSを使用して暗号化を必要とするすべてのリスナーに証明書を
割り当てるには、[ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ページ（または
listenerconfig - > edit - > certificate CLIコマンド）を使用します。インターネットに対するリス
ナーのTLSのみをイネーブルにするか（公開リスナー）、または内部システムを含むすべて
のリスナーの暗号化をイネーブルにする（プライベートリスナー）ことができます。

•送信先コントロール。電子メール配信のすべての発信TLS接続にグローバル設定として証明
書を割り当てるには、[メールポリシー（Mail Policies）] > [送信先コントロール（Destination
Controls）]ページ（または destconfig CLIコマンド）を使用します。

•インターフェイス。管理インターフェイスが含まれるインターフェイスで HTTPSサービス
の証明書をイネーブルにするには、[ネットワーク（Network）] > [IPインターフェイス（IP
Interfaces）]ページ（または interfaceconfig CLIコマンド）を使用します。

• LDAP。TLS接続が必要なすべての LDAPトラフィックに証明書を割り当てるには、[システ
ム管理（System Administration）] > [LDAP]ページを使用します。このアプライアンスでは、
ユーザの外部認証の LDAPを使用することもできます。

DKIM 署名と検証のキーの管理
Eメールセキュリティアプライアンスでの DomainKeysおよび DKIMの動作の概要については、
電子メール認証, （585ページ）を参照してください。

関連項目

• DKIM署名, （828ページ）

• DKIM検証（DKIM Verification）, （828ページ）
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DKIM 署名
DKIM署名キーの作成時に、キーサイズを指定します。FIPSモードの Eメールセキュリティア
プライアンスでは、2048ビットのキーサイズのみがサポートされます。キーサイズが大きいほ
どセキュリティが向上しますが、パフォーマンスに影響する可能性があります。

アプライアンスは非準拠の RSAキーを使用中の場合は FIPSモードにスイッチすることはできま
せん。代わりにエラーメッセージ代わりが表示されます。

FIPS準拠の署名キーはドメインプロファイルで利用可能です。これは [メールポリシー（Mail
Policies）] > [ドメインプロファイル（Domain Profiles）]ページを使用してドメインプロファイル
を作成または編集するときに、[署名キー（Signing Key）]のリストに表示されます。署名キーを
ドメインプロファイルに関連付けると、公開キーが含まれる DNSテキストレコードを作成でき
ます。これは、ドメインプロファイルのリストの [DNSテキストレコード（DNSText Record）]カ
ラムの [生成（Generate）]リンクから（または CLIの domainkeysconfig -> profiles -> dnstxtから）
実行します。

DKIM検証（DKIM Verification）
アプライアンスは、メッセージがDKIM署名を検証する際にFIPS準拠キーを使用する必要があり
ます。シグニチャがFIPS準拠のキーを使用しない場合、アプライアンスは永続的な障害を返しま
す。
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第 30 章

電子メールセキュリティモニタの使用方法

この章は、次の項で構成されています。

• 電子メールセキュリティモニタの概要, 829 ページ

• 電子メールセキュリティモニタページ, 831 ページ

• レポート作成の概要, 870 ページ

• レポートの管理, 871 ページ

• 電子メールレポートのトラブルシューティング, 875 ページ

電子メールセキュリティモニタの概要
電子メールセキュリティモニタ機能は、電子メール配信プロセスのすべてのステップからデータ

を収集します。データベースは、IPアドレスによる各電子メール送信者の識別と記録を行いつつ、
SenderBaseレピュテーションサービスと連携してリアルタイムの ID情報を収集します。ユーザ
は、すべての電子メール送信者のローカルメールフロー履歴をただちに報告し、インターネット

上の送信者のグローバル情報を含むプロファイルを表示できます。電子メールセキュリティモニ

タ機能では、セキュリティチームが、ユーザへのメール送信者、ユーザによって送受信される

メールの量、およびセキュリティポリシーの有効性の「ループを閉じる」ことができます。

この章では、次の方法について説明します。

•発着するメッセージフローをモニタするための電子メールセキュリティモニタ機能へのア
クセス。

•送信者の SenderBase Reputation Score（SBRS; SenderBaseレピュテーションスコア）に対する
クエリーによる、メールフローポリシーの決定（ホワイトリスト、ブラックリスト、およ

びグレーリストの更新）。ネットワークオーナー、ドメイン、さらには個別の IPアドレス
についてもクエリーを実行できます。

•メールフロー、メールステータスおよびシステムに送受信されたメールに関する報告。
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電子メールセキュリティモニタデータベースでは、着信メールの所定の電子メール送信者につ

いて、次の重要パラメータを取得します。

•メッセージの量

•接続履歴

•受け入れられた接続と拒否された接続の比率

•受け入れ率と調整上限値

•送信者レピュテーションフィルタの一致率

•スパムの疑いのある、および明白にスパムと識別されるアンチスパムメッセージの数

•アンチウイルススキャンによって検出されたウイルス陽性メッセージの数

アンチスパムスキャンの詳細については、スパム対策,（349ページ）を参照してください。アン
チウイルススキャンについては、アンチウイルス, （327ページ）を参照してください。

電子メールセキュリティモニタ機能は、内部ユーザ（電子メール受信者）またはメッセージの送

信者を含む、特定のメッセージによってトリガーされたコンテンツフィルタに関する情報も取得

します。

電子メールセキュリティモニタ機能は GUIだけで使用でき、電子メールトラフィックおよびア
プライアンス（隔離、ワークキュー、感染など）のステータスへのビューを提供します。アプラ

イアンスは、送信者が標準のトラフィックプロファイルの範囲に該当しない場合に識別します。

識別された送信者はインターフェイスで強調表示されるので、送信者を送信者グループに割り当

てるか、送信者のアクセスプロファイルを変更することによって是正措置を取ることができま

す。または、引き続きAsyncOSのセキュリティサービスに対応させることができます。送信メー
ルにも同様のモニタリング機能があり、メールキューの上位ドメインおよび受信ホストのステー

タスにビューを提供します（[送信処理ステータス詳細（Delivery Status Details）]ページ, （849
ページ）を参照）。

電子メールセキュリティモニタ機能では、アプライアンスの再起動時にワークキューに存在

したメッセージの情報は報告されません。

（注）

電子メールセキュリティモニタと集中管理

集約レポートデータを表示するには、Ciscoコンテンツセキュリティ管理仮想アプライアンスを
導入します。

クラスタ化されたアプライアンスの電子メールセキュリティモニタレポートは集約できません。

すべてのレポートは、マシンレベルに制限されます。つまりレポートは、グループレベルまたは

クラスタレベルでは実行できません。個別のマシンのみで実行できます。

[アーカイブレポート（Archived Reports）]ページについても同様です。設定されている各マシン
は、独自のアーカイブを備えています。したがって、「レポート生成」機能は、選択したマシン

のみで実行されます。
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[定期レポート（ScheduledReports）]ページは、マシンレベルに制限されません。したがって、複
数のマシンで設定を共有できます。マシンレベルで実行された、個別のスケジュール設定された

レポートは、インタラクティブレポートとまったく同様なので、クラスタレベルでスケジュール

設定されたレポートを設定する場合、クラスタ内の各マシンが独自のレポートを送信します。

[このレポートをプレビュー（Preview This Report）]ボタンは、ログインホストに対して常に実行
できます。

電子メールセキュリティモニタページ
電子メールセキュリティモニタ機能は、[モニタ（Monitor）]メニューで使用可能なすべてのペー
ジ（ただし [隔離（Quarantines）]ページは除く）で構成されます。

GUIでこれらのページを使用して、アプライアンスのリスナーに接続しているドメインをモニタ
できます。お使いのアプライアンスの「メールフロー」のモニタ、ソート、分析、および分類を

実行し、正規メールの大量送信者と「スパマー」（未承諾の商業用メールの大量送信者）または

ウイルス送信者の疑いのあるユーザとを区別できます。これらのページは、システムへの着信接

続のトラブルシューティングにも役立ちます（SBRSスコア、ドメインに対する直近の送信グルー
プの一致など重要情報を含みます）。

これらのページは、アプライアンスに関連するメール、さらにゲートウェイの範囲を超えて存在

するサービス（SenderBaseレピュテーションサービス、アンチスパムスキャンサービス、アン
チウイルススキャンセキュリティサービス、コンテンツフィルタ、およびアウトブレイクフィ

ルタ）に関連するメールの分類に役立ちます。

ページ右上の [印刷用PDF（PrintablePDF）]リンクをクリックすると、すべての電子メールセキュ
リティモニタページを読みやすい印刷形式の PDF版で生成できます。英語以外の言語での PDF
の生成については、レポートに関する注意事項, （871ページ）を参照してください。

[エクスポート（Export）]リンクでは、グラフおよび他のデータを Comma Separated Value（CSV;
カンマ区切り値）形式にエクスポートできます。

エクスポートされた CSVデータは、電子メールセキュリティアプライアンスでの設定にかかわ
らず、すべてのメッセージトラッキングおよびレポーティングデータをGMTで示します。GMT
時間への変換の目的は、アプライアンスに依存せずにデータを使用したり、複数の時間帯にある

アプライアンスからのデータを参照する際にデータを使用したりできるようにするためです。

ローカライズされた CSVデータをエクスポートする場合、一部のブラウザでは見出しが正し
く表示されないことがあります。これは、ローカライズされたテキストに対して、一部のブラ

ウザが適切な文字セットを使用していないためです。この問題を回避するには、ファイルを

ディスクに保存し、[ファイル（File）] > [開く（Open）]を使用してファイルを開きます。ファ
イルを開いたら、ローカライズされたテキストを表示するための文字セットを選択します。

（注）

レポートデータのエクスポートの自動化の詳細については、CSVデータの取得,（868ページ）を
参照してください。
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検索と電子メールセキュリティモニタ

電子メールセキュリティモニタページの多くには、検索フォームが含まれています。次の各種

項目を検索できます。

• IPアドレス（IPv4および IPv6）

•ドメイン

•ネットワークオーナー

•内部ユーザ

•宛先ドメイン

•内部送信者のドメイン

•内部送信者の IPアドレス

•発信ドメインの配信ステータス

ドメイン、ネットワークオーナー、および内部ユーザの検索では、検索テキストに完全に一致さ

せるか、入力したテキストで始まる項目（たとえば、「ex」で始まる場合は「example.com」に一
致します）を検索するかを選択します。

IPv4アドレス検索では、入力したテキストが最大で 4 IPオクテット（ドット付き 10進表記）の
先頭部として常に解釈されます。たとえば「17」と入力すると、17.0.0.0～ 17.255.255.255の範囲
が検索されます。17.0.0.1には一致しますが、172.0.0.1には一致しません。完全一致検索の場合
は、4オクテットすべてを入力するだけです。IPアドレス検索は、CIDR形式（17.16.0.0/12）もサ
ポートしています。

IPv6アドレス検索では、AsyncOSは次の形式をサポートします。

• 2001:db8:2004:4202::0-2001:db8:2004:4202::ff

• 2001:db8:2004:4202::

• 2001:db8:2004:4202::23

• 2001:db8:2004:4202::/64

すべての検索は、ページで現在選択されている時間範囲に限定されます。

レポートに含まれるメッセージの詳細の表示

この機能は、レポートとトラッキングが両方ともローカルの場合（Ciscoコンテンツセキュリティ
管理仮想アプライアンスで中央管理されていない場合）にのみ、機能します。

ステップ 1 レポートページのテーブルにある青色の番号をクリックします

（一部のテーブルにのみ、これらのリンクはあります）。
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この番号に関連するメッセージがメッセージトラッキングで表示されます。

ステップ 2 下にスクロールして、リストを表示します。

[マイダッシュボード（My Dashboard）] ページ
既存のレポートのページからチャート（グラフ）とテーブルを組み合わせてカスタム電子メール

セキュリティレポートのページを作成できます。
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操作手順目的

1 [モニタ（Monitor）] > [メール（Email）]または [Web] > [レポート
（Reporting）] > [マイダッシュボード（My Dashboard）]に移動
し、モジュールの右上にある [X]をクリックして不要なサンプル
モジュールを削除します。

2 次のいずれかを実行します。

•カスタムレポートにモジュールを追加するには、[モニタ
（Monitor）]メニューの下ののレポートページ内のモジュー
ル上の [+]ボタンをクリックします。

• [モニタ（Monitor）] > [メール（Email）]または [Web] > [レ
ポート（Reporting）] > [マイダッシュボード（My
Dashboard）]に移動し、いずれかのセクションの [+]ボタン
をクリックし、追加するレポートモジュールを選択します。

必要なレポートを見つけるために、各セクションの [+レポー
トモジュール（+ Report Module）]を確認する必要がある場
合があります。

3 モジュールがデフォルト設定に追加されます。カスタマイズした

（たとえば、列を追加、削除、または並べ替えしたり、）モジュー

ルを追加する場合は、これらのモジュールを追加した後、再度カ

スタマイズします。元のモジュールの時間範囲は保持されません。

4 別に凡例を持つチャート（たとえば、[概要（Overview）]ページ
からのグラフ）を追加する場合は、別途凡例を追加します。必要

に応じて、説明するデータの隣にドラッグアンドドロップしま

す。

（注）

•特定のレポートページの特定のモジュールは、上記の方法のい
ずれかを使用した場合のみ使用できます。ある方式を使用して

モジュールを追加できない場合は、他の方法を試してください。

•各モジュールは一度だけ追加できます。すでに特定のモジュー
ルをレポートに追加している場合は、追加オプションが利用で

きなくなっています。

カスタムレポートページ

にモジュールを追加

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
834

電子メールセキュリティモニタの使用方法

[マイダッシュボード（My Dashboard）] ページ



操作手順目的

1 [モニタ（Monitor）] > [メール（Email）]または [Web] > [レポート
（Reporting）] > [マイダッシュボード（My Dashboard）]を選択
します。

2 [時間範囲（Time Range）]セクションのレポートの場合：すべて
のレポートのページ用に選定された時間範囲は [マイダッシュボー
ド（My Dashboard）]ページのすべてのモジュールに適用されま
す。表示する時間範囲を選択します。

新しく追加されたモジュールは関連するセクションの上部に表示さ

れます。

カスタムレポートページ

の表示

目的の場所にモジュールをドラッグアンドドロップします。カスタムレポートページ

でのモジュールの再配置

モジュールの右上にある [X]をクリックします。カスタムレポートページ

からのモジュールの削除

[概要（Overview）] ページ
[概要（Overview）]ページには、隔離および（このページの [システム概要（System Overview）]
セクションの）アウトブレイクフィルタのステータスの概要などお使いのアプライアンスのメッ

セージアクティビティの概要が示されます。[概要（Overview）]ページには、グラフや、送受信
メッセージの詳細なメッセージ数も表示されます。このページを使用して、ゲートウェイから出

入りするすべてのメールのフローをモニタできます。

[概要（Overview）]ページは、アプライアンスが、着信メール（たとえば、レピュテーションフィ
ルタリングによって停止されたメッセージ）に関してSenderBaseレピュテーションサービスと連
携する方法を強調表示します。[概要（Overview）]ページでは、次の操作を実行できます。

•ゲートウェイを「出入り」するすべてのメールのメールトレンドグラフを表示する。

•試行されたメッセージ、Stopped By Sender Reputation Filtering（SBRS）メッセージ、受信者
が無効なメッセージ、スパムとしてマークされたメッセージ、ウイルス陽性としてマークさ

れたメッセージ、およびクリーンメッセージの数を経時的に表示する。

•システムステータスおよびローカル隔離のサマリーを表示する。

• Threat Operations Center（TOC）で入手可能な情報に基づいて、現在のウイルスの発生情報や
ウイルス以外の発生情報を確認する。

[概要（Overview）]ページは、[システム概要（System Overview）]セクションおよび送受信メー
ルのグラフとサマリーのセクションの 2つに分かれています。
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システム概要（System Overview）
[概要（Overview）]ページの [システム概要（System Overview）]セクションは、システムダッ
シュボードとして機能し、システムおよびワークキューステータス、隔離ステータス、発生アク

ティビティなどのアプライアンスに関する詳細を示します。

ステータス

このセクションでは、アプライアンスおよび着信メール処理の現在のステータスの概要が示され

ます。

[システムステータス（System Status）]：次のいずれかの状態です。

• Online

•リソース節約（Resource Conservation）

•配信停止（Delivery Suspended）

•受信停止（Receiving Suspended）

•ワークキュー一時停止（Work Queue Paused）

•オフライン

詳細については、CLIによる管理およびモニタリング, （1045ページ）を参照してください。

[受信メッセージ（Incoming Messages）]：1時間あたりの着信メールの平均レート。

[ワークキュー（Work Queue）]：ワークキュー内の処理待ちメッセージの数。

[システムステータス（SystemStatus）]ページに移動するには、[システムステータス詳細（System
Status Details）]リンクをクリックします。

システム隔離（System Quarantines）

このセクションには、アプライアンスでのディスク使用量別の上位 3つの隔離に関する情報（隔
離の名前、隔離の使用度（ディスク領域）、現在の隔離エリア内のメッセージ数など）が表示さ

れます。

[内部隔離（LocalQuarantines）]ページに移動するには、[内部隔離（LocalQuarantines）]リンクを
クリックします。

ウイルス脅威レベル（Virus Threat Level）

ここでは、Threat Operations Center（TOC）から報告される、Outbreakのステータスを示します。
また、隔離の使用度（ディスク領域）、隔離内のメッセージ数など、アウトブレイク隔離のステー

タスを示します。アウトブレイク隔離は、アプライアンスでアウトブレイクフィルタ機能をイ

ネーブルに設定した場合のみ表示されます。
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脅威レベルインジケータを機能させるためには、ファイアウォールで「downloads.ironport.com」
に対してポート80を開く必要があります。あるいは、ローカル更新サーバを指定した場合は、
脅威レベルインジケータがそのアドレスを使用します。また、[サービスのアップデート（Service
Updates）]ページを使用してダウンロード用のプロキシを設定済みの場合、脅威レベルインジ
ケータは、正しくアップデートされます。詳細については、サービスアップデート,（987ペー
ジ）を参照してください。

（注）

外部 Threat Operations Centerウェブサイトを表示するには、[アウトブレイクの詳細（Outbreak
Details）]をクリックします。このリンクを機能させるには、お使いのアプライアンスでインター
ネットに接続できる必要があります。[個別のウィンドウ（SeparateWindow）]アイコンは、クリッ
クすると別個のウィンドウにリンクが開かれることを示します。これらのウィンドウを表示でき

るようにするには、ブラウザのポップアップブロッカを設定する必要があります。

送受信のサマリーとグラフ

送受信のサマリーのセクションでは、システム上のすべてのメールアクティビティのリアルタイ

ムアクティビティへのアクセスが提供され、送受信メールのグラフとメールサマリーで構成され

ています。ユーザは、[時間範囲（TimeRange）]メニューを使用して報告対象となるタイムフレー
ムを選択できます。選択したタイムフレームは、すべての電子メールセキュリティモニタペー

ジで使用されます。メッセージの各タイプまたはカテゴリに関する説明は以下のとおりです（電

子メールの分類, （837ページ）を参照）。

メールトレンドグラフでは、メールフローが視覚的に表示されますが、サマリーテーブルでは、

同じ情報の数値的な内訳が示されます。サマリーテーブルには、各メッセージタイプの割合と実

数（試行されたメッセージ、脅威メッセージ、クリーンメッセージの総数を含む）が含まれてい

ます。

送信グラフおよびサマリーでも、送信メールに関する同様の情報が示されます。

電子メールセキュリティモニタでのメッセージ集計に関する注意事項

電子メールセキュリティモニタが着信メールの集計に使用する方法は、メッセージあたりの受信

者の数によって異なります。たとえば、example.comから3人の受信者に送信された着信メッセー
ジは、この送信者からの 3通として集計されます。

送信者レピュテーションフィルタによってブロックされたメッセージは、実際にはワークキュー

に入らないので、アプライアンスは、着信メッセージの受信者のリストにはアクセスできません。

この場合、乗数を使用して受信者の数が予測されます。この乗数はシスコによって算出されたも

ので、既存の顧客データの大規模なサンプリング研究に基づいています。

電子メールの分類

[概要（Overview）]ページおよび [受信メール（Incoming Mail）]ページで報告されるメッセージ
は、次のように分類されます。
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• [レピュテーションフィルタによる停止（Stopped by Reputation Filtering）]：HATポリシーに
よってブロックされたすべての接続数に固定乗数（電子メールセキュリティモニタでのメッ

セージ集計に関する注意事項,（837ページ）を参照）を乗じた値に受信調整によってブロッ
クされたすべての受信者数を加えた値。

• [無効な受信者（Invalid Recipients）]：従来の LDAP拒否によって拒否されたすべての受信者
数にすべての RAT拒否数を加えた値。

• [スパムメッセージ検出（Spam Messages Detected）]：アンチスパムスキャンエンジンで陽
性、または疑いありとして検出されたメッセージ、およびスパムとウイルスの両方で陽性と

検出されたメッセージの総数。

• [ウイルスメッセージ検出（Virus Messages Detected）]：ウイルスとしては陽性だがスパムで
はないと検出されたメッセージの総数および割合。

スキャンできないメッセージまたは暗号化されたメッセージを配信するよう

にアンチウイルス設定を行った場合、これらのメッセージは、ウイルス陽性

としてではなく、クリーンメッセージとして集計されます。それ以外の場合

は、メッセージはウイルス陽性として集計されます。

（注）

• [高度なマルウェア防御による検出（Detected by Advanced Malware Protection）]：ファイルレ
ピュテーションフィルタリングにより、メッセージの添付ファイルが悪意のあるファイルと

して検出されました。この値には、ファイル分析により悪意があると検出された判定のアッ

プデートまたはファイルは含まれません。

• [悪意のあるURLを含むメッセージ（MessageswithMaliciousURLs）]：メッセージに含まれる
1つ以上の URLが、URLフィルタリングにより悪意のある URLとして検出されました。

• [コンテンツフィルタによる停止（Stopped by Content Filter）]：コンテンツフィルタによって
阻止されたメッセージの総数。

• [DMARCによるサポート（Stopped by DMARC）]：DMARC検証後に阻止されたメッセージ
の総数。

• [S/MIME検証または復号化に失敗しました（S/MIME Verification/Decryption）]：S/MIME検
証または復号、あるいはその両方に失敗したメッセージの総数。

• [S/MIME検証/復号化が成功しました（S/MIMEVerification/Decryption Successful）]：S/MIME
を使用した検証または復号化、あるいは復号化と検証が成功したメッセージの総数。

• [正常なメッセージ（CleanMessages）]：受け入れられ、ウイルスでもスパムでもないと見な
されたメール。受信者単位のスキャンアクション（個々のメールポリシーで処理される分

裂したメッセージなど）を考慮したときに受信された正常なメッセージを最も正確に表した

ものです。ただし、ウイルス陽性またはスパム陽性としてマークされたにもかかわらず配信

されたメッセージは集計されないので、実際のメッセージの配信数と、このクリーンメッ

セージの数は異なる可能性があります。

•グレイメールメッセージ
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◦ [マーケティングメッセージ（MarketingMessages）]：たとえば、Amazon.comのような、
プロフェッショナルなマーケティンググループによって送信されたアドバタイジング

メッセージの総数。

◦ [ソーシャルネットワーキングメッセージ（Social Networking Messages）]：ソーシャル
ネットワーク、出会い/結婚Webサイト、フォーラムなどからの通知メッセージの総数。
たとえば、LinkedInフォーラム、CNETフォーラムなどがあります。

◦ [バルクメッセージ（BulkMessages）]：テクノロジーメディア企業のTechTargetなど、
認識されていないマーケティンググループによって送信された広告メッセージの総数。

メッセージトラッキングを使用して、そのカテゴリに所属するメッセージのリストを表示す

るには、上記の任意のグレイメールカテゴリに対応する番号をクリックします。

メッセージフィルタに一致し、フィルタによってドロップされたり、バウン

スされたりしないメッセージは、クリーンとして処理されます。メッセージ

フィルタによってドロップされたか、バウンスされたメッセージは、総数に

含まれません。

（注）

メッセージの分類方法

メッセージは電子メールパイプラインを通過するので、複数のカテゴリに該当する場合がありま

す。たとえば、スパム陽性、ウイルス陽性、またはマルウェア陽性とマークされたメッセージが、

コンテンツフィルタにも一致することがありますこれらの優先ルールに続いて、アウトブレイク

フィルタによる隔離（この場合、メッセージが隔離から解放されるまで集計されず、ワークキュー

による処理が再び行われます）の次にスパム陽性、ウイルス陽性、マルウェア陽性、およびコン

テンツフィルタとの一致などさまざまな判定が行われます。

たとえば、メッセージがスパム陽性とマークされると、アンチスパム設定がスパム陽性のメッセー

ジをドロップするように設定されている場合には、このメッセージがドロップされ、スパムカウ

ンタが増分します。さらに、スパム陽性のメッセージを引き続きパイプラインで処理し、以降の

コンテンツフィルタがこのメッセージをドロップ、バウンス、または隔離するようにアンチスパ

ム設定が設定されている場合にも、スパムカウンタは増分します。メッセージがスパム陽性、ウ

イルス陽性、またはマルウェア陽性ではない場合、コンテンツフィルタカウントが増分するだけ

です。

[受信メール（Incoming Mail）] ページ
[受信メール（Incoming Mail）]ページでは、お使いのアプライアンスに接続するすべてのリモー
トホストの電子メールセキュリティモニタ機能によって収集されたリアルタイム情報に関して

報告を行うメカニズムが提供されます。これにより、メール送信者の IPアドレス、ドメイン、お
よび組織（ネットワークオーナー）に関する詳細を収集できます。メール送信者の IPアドレス、
ドメイン、組織については、送信者プロファイル検索を実行できます。
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[受信メール（IncomingMail）]ページには、[ドメイン（Domain）]、[IPアドレス（IPAddressl）]、
および [ネットワーク所有者（NetworkOwner）]の 3種類のビューが用意されており、システムに
接続するリモートホストのスナップショットが選択したビューで提供されます。

アプライアンスで設定済みのすべてのパブリックリスナーにメールを送信した上位ドメイン

（ビューに応じて、IPアドレスまたはネットワークオーナー）の表（[受信メールの詳細（Incoming
MailDetails）]）が表示されます。ゲートウェイに入ったすべてのメールのフローをモニタできま
す。任意のドメイン/IP/ネットワークオーナーをクリックしてドリルダウンし、送信者プロファイ
ルページ（クリックしたドメイン/IP/ネットワークオーナーに固有の [受信メール（Incoming
Mail）]ページ）のこの送信者に関する詳細にアクセスできます。

使用可能なすべての列がデフォルトで表示されるわけではありません。テーブルの下の [列
（Columns)]リンクをクリックすると、異なる情報セットが表示されます。たとえば、デフォルト
では非表示になっている [高度なマルウェア防御による検出（Detected by Advanced Malware
Protection）]列を表示できます。

[受信メール（Incoming Mail）]は、一連のページ（[受信メール（Incoming Mail）]、送信者プロ
ファイル、および送信者グループレポート）を含むように拡張することもできます。[受信メール
（Incoming Mail）]ページでは、次の操作を実行できます。

•メール送信者の IPアドレス、ドメイン、または組織（ネットワークオーナー）に関する検
索を実行する。

•送信者グループレポートを表示して、特定の送信者グループおよびメールフローポリシー
アクションによる接続を確認する。詳細については、送信者グループレポート, （846ペー
ジ）を参照してください。

•試行されたものの、セキュリティサービス（送信者レピュテーションフィルタリング、ア
ンチスパム、アンチウイルス、グレイメール他）によってブロックされたメッセージの数な

ど、メール送信者に関する詳細な統計情報を確認する。

•アンチスパムまたはアンチウイルスセキュリティサービスによって測定される、大量のスパ
ムまたはウイルス電子メールを送信した送信者別にソートする。

• SenderBaseレピュテーションサービスを使用して特定の IPアドレス、ドメイン、および組
織の間の関係のドリルダウンと分析を行い、送信者に関する詳細を取得する。

•特定の送信者をドリルダウンして、送信者のSenderBaseレピュテーションスコア、ドメイン
が直近に一致した送信者グループなどSenderBaseレピュテーションサービスから送信者に関
する詳細を取得する。送信者を送信者グループに追加する。

•アンチスパムまたはアンチウイルスセキュリティサービスによって測定される、大量のス
パムまたはウイルス電子メールを送信した特定の送信者をドリルダウンする。

•ドメインに関する情報を収集したら、（必要に応じて）ドメイン、IPアドレス、またはネッ
トワークオーナーのプロファイルページから [送信者グループに追加（Add toSenderGroup）]
をクリックして、既存の送信者グループに IPアドレス、ドメイン、または組織を追加できま
す。電子メールを受信するためのゲートウェイの設定, （79ページ）を参照してください。
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受信メール

[受信メール（Incoming Mail）]ページでは、システムで設定済みのすべてのパブリックリスナー
のリアルタイムアクティビティへのアクセスが提供され、受信数の上位送信者のドメイン（脅威

メッセージの総数別、クリーンメッセージの総数別、グレーメールメッセージの総数別）および

[受信メールの詳細（Incoming Mail Details）]リストという 2つのセクションで構成されます。

[受信メールの詳細（Incoming Mail Details）]リストに含まれるデータの説明については、[受信
メールの詳細（Incoming Mail Details）]リスト, （842ページ）を参照してください。

メールトレンドグラフにおける時間範囲に関する注意事項

電子メールセキュリティモニタ機能は、ゲートウェイに流入するメールに関するデータを常に記

録します。データは60秒ごとに更新されますが、システムに表示されるデータは、現在のシステ
ム時間よりも 120秒遅れます。表示される結果に含める時間範囲を指定できます。データはリア
ルタイムでモニタリングされているので、情報は定期的に更新され、データベースで集計されま

す。

時間範囲は、次の表に記載のオプションから選択します。

表 80：電子メールセキュリティモニタ機能で使用可能な時間範囲

定義GUI で選択した時間範囲

直近の 60分 +最大 5分時間（Hour）

直近の 24時間と直近の 60分日（Day）

直近の 7日 +当日の経過した時間Week

直近の 30日 +当日の経過した時間30日（30 days）

直近の 90日 +当日の経過した時間90日（90 days）

00:00～ 23:59（午前 0時～午後 11:59）昨日（Yesterday）

その月の最初の日の 00:00～その月の最後の日の 23:59先月（Previous Calendar Month）

指定した開始の日付と時間および終了の日付と時間で囲ま

れた範囲

カスタム範囲（Custom Range）

集中化レポーティングをイネーブルにしていると、表示される時間範囲オプションが異なります。

集中管理レポートモードの詳細については、Ciscoコンテンツ（Mシリーズ）セキュリティ管理
アプライアンスの集中型サービス, （1243ページ）を参照してください。
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[受信メールの詳細（Incoming Mail Details）] リスト
アプライアンスのパブリックリスナーに接続した上位送信者が、[受信メール（Incoming Mail）]
ページの下部にある受信された外部ドメインリストの表に選択したビューで表示されます。デー

タをソートするには、カラム見出しをクリックします。各種のカテゴリの説明については、電子

メールの分類, （837ページ）を参照してください。

ダブル DNSルックアップの実行によって、リモートホストの IPアドレス（つまり、ドメイン）
が取得され、有効性が検証されます。ダブルDNSルックアップおよび送信者検証の詳細について
は、電子メールを受信するためのゲートウェイの設定, （79ページ）を参照してください。

送信者の詳細のリストには、[サマリー（Summary）]と [すべて（All）]の 2つのビューがありま
す。

デフォルトの [送信者の詳細（SenderDetail）]ビューでは、各送信者が試行したメッセージの総数
が示され、カテゴリ別の内訳が含まれます。カテゴリは、[概要（Overview）]ページの [受信メー
ルサマリー（Incoming Mail Summary）]グラフと同じです。

[レピュテーションフィルタによる停止（Stopped by Reputation Filtering）]の値は、次の複数の要
素に基づいて算出されます。

•この送信者からの「調整された」メッセージの数。

•拒否された、または TCP拒否の接続数（部分的に集計されます）。

•接続ごとのメッセージ数に対する控えめな乗数。

アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持

できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者につい

てのみ維持されます。この場合、表示される値は「下限」、つまり少なくともこの数のメッセー

ジが阻止されたと解釈できます。

[概要（Overview）]ページの [レピュテーションフィルタによる停止（Stopped by Reputation
Filtering）]の総数は、すべての拒否された接続の完全な集計値に常に基づいています。送信者
別の接続数だけが、負荷のために常に限定的です。

（注）

表示できる追加のカラムは次のとおりです。

[接続拒否（Connections Rejected）]：HATポリシーによってブロックされたすべての接続。アプ
ライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持でき

ません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についての

み維持されます。

[接続承認（Connections Accepted）]：受け入れられたすべての接続。

[受信者スロットルによる停止（Stopped by Recipient Throttling）]：[レピュテーションフィルタに
よる停止（Stopped by Reputation Filtering）]のコンポーネントです。HAT上限値（1時間当たりの
最大受信者数、メッセージあたりの最大受信者数、または接続あたりの最大メッセージ数）のい

ずれかを超えたために、阻止された受信メッセージの数を表します。この値と、拒否されたか、
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TCP拒否の接続に関連する受信メッセージの予測値とが合計されて、[レピュテーションフィルタ
による停止（Stopped by Reputation Filtering）]が算出されます。

[高度なマルウェア防御による検出（Detected by Advanced Malware Protection）]：ファイルレピュ
テーションフィルタリングにより、添付ファイルが悪意のあるファイルとして検出されたメッ

セージ。この値には、ファイル分析により悪意があると検出された判定のアップデートまたはファ

イルは含まれません。

[合計脅威件数（TotalThreat）]：（送信者レピュテーションにより阻止された、無効な受信者、ス
パム、およびウイルスとして阻止された）脅威メッセージの総数

テーブルの下部にある [列（Column）]リンクをクリックすると、カラムの表示/非表示が切り替わ
ります。

このリストは、カラム見出しリンクをクリックするとソートされます。カラム見出しの横にある

小さな三角形は、データの現在のソートに使用されているカラムを示します。

[ドメイン情報がありません（No Domain Information）]

アプライアンスに接続したものの、ダブルDNSルックアップで検証できなかったドメインは、専
用ドメイン [ドメイン情報がありません（No Domain Information）]に自動的に分類されます。こ
れらの種類の検証されないホストは、送信者の検証によって管理できます。電子メールを受信す

るためのゲートウェイの設定, （79ページ）を参照してください。

リストに表示される送信者の数は、[表示された項目（ItemsDisplayed）]メニューから選択できま
す。

詳細の問い合わせ

電子メールセキュリティモニタのテーブルに表示された送信者については、その送信者（または

[ドメイン情報がありません（NoDomain Information）]リンク）をクリックして特定の送信者に関
する詳細をドリルダウンします。結果は送信者プロファイルページに表示され、SenderBaseレ
ピュテーションサービスからのリアルタイム情報が含まれます。送信者プロファイルページから

は、特定の IPアドレスまたはネットワークオーナーに関する詳細をドリルダウンできます（デー
タが読み込まれる報告ページ：送信者プロファイルページ, （843ページ）を参照）。

[受信メール（Incoming Mail）]ページの下部にある [送信者グループのレポート（Sender Groups
Report）]リンクをクリックして、別のレポート（送信者グループレポート）を表示することもで
きます。送信者グループレポートの詳細については、送信者グループレポート, （846ページ）
を参照してください。

データが読み込まれる報告ページ：送信者プロファイルページ

[受信メール（Incoming Mail）]ページにある [受信メールの詳細（Incoming Mail Details）]テーブ
ルをクリックすると、その結果として送信者プロファイルページが表示されます。このページに

は、特定の IPアドレス、ドメイン、または組織（ネットワークオーナー）のデータが含まれてい
ます。送信者プロファイルページには、送信者の詳細情報が示されます。任意のネットワーク

オーナーまたは IPアドレスの送信者プロファイルページは、[受信メール（IncomingMail）]ペー
ジまたは他の送信者プロファイルページで特定の項目をクリックしてアクセスできます。ネット

ワークオーナーは、ドメインを含むエンティティであり、ドメインは、IPアドレスを含むエン
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ティティです。この関係および SenderBaseレピュテーションサービスとの関係の詳細について
は、電子メールを受信するためのゲートウェイの設定, （79ページ）を参照してください。

IPアドレス、ネットワークオーナーおよびドメインに関して表示される送信者プロファイルペー
ジは、多少異なります。それぞれのページには、この送信者からの着信メールに関するグラフお

よびサマリーテーブルが含まれます。グラフの下には、この送信者に関連するドメインまたは IP
アドレスを表示する表（個々の IPアドレスの送信者プロファイルページには、詳細なリストは含
まれません）、およびこの送信者の現在の SenderBase情報、送信者グループ情報、およびネット
ワーク情報を含む情報セクションがあります。

•ネットワークオーナープロファイルページには、ネットワークオーナー、およびこのネッ
トワークオーナーに関連するドメインや IPアドレスに関する情報が含まれます。

•ドメインプロファイルページには、このドメインおよびこのドメインに関連する IPアドレ
スに関する情報が含まれます。

• IPアドレスプロファイルページには、IPアドレスのみに関する情報が含まれます。

各送信者プロファイルページには、ページの下部の現在の情報テーブルに次のデータが含ま

れます。

• SenderBaseレピュテーションサービスからのグローバル情報。たとえば、次の情報です。

◦ IPアドレス、ドメイン名、またはネットワークオーナー

◦ネットワークオーナーのカテゴリ（ネットワークオーナーのみ）

◦ CIDR範囲（IPアドレスのみ）

◦ IPアドレス、ドメイン、またはネットワークオーナーの日単位マグニチュードおよび
月単位マグニチュード

◦この送信者から最初のメッセージを受信してからの日数

◦最後の送信者グループと DNSが検証されたかどうか（IPアドレス送信者プロファイル
ページのみ）

日単位マグニチュードは、直近 24時間にドメインが送信したメッセージの数の基準です。
地震の測定に使用されるリヒタースケールと同様に、SenderBaseマグニチュードは、10を基
数とする対数目盛を使用して算出されるメッセージの量の基準です。目盛の最大理論値は10
に設定されます。これは、世界の電子メールメッセージの量（約 100億メッセージ/日）に
相当します。対数目盛を使用した場合、1ポイントのマグニチュードの増加は、実際の量の
10倍の増加に相当します。

月単位マグニチュードは、直近 30日間に送信された電子メールの量に基づいて割合が算出
される点を除いて、日単位マグニチュードと同じ方法を使用して算出されます。

◦平均マグニチュード（IPアドレスのみ）

◦総累積量/30日の量（IPアドレスプロファイルページのみ）

◦ Bonded Senderステータス（IPアドレスプロファイルページのみ）

◦ SenderBase評価スコア（IPアドレスプロファイルページのみ）
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◦最初のメッセージからの日数（ネットワークオーナープロファイルページおよびドメ
インプロファイルページのみ）

◦このネットワークオーナーに関連するドメインの数（ネットワークオーナープロファ
イルページおよびドメインプロファイルページのみ）

◦このネットワークオーナーの IPアドレスの数（ネットワークオーナープロファイル
ページおよびドメインプロファイルページのみ）

◦電子メールの送信に使用された IPアドレスの数（ネットワークオーナーページのみ）

SenderBaseレピュテーションサービスによって提供されるすべての情報を示すページを表示
するには、[SenderBaseからの詳細情報（More from SenderBase）]リンクをクリックします。

•メールフロー統計情報。送信者について収集された、指定した時間範囲にわたる電子メール
セキュリティモニタ情報を含みます。

•このネットワークオーナーによって管理されるドメインおよび IPアドレスに関する詳細は、
ネットワークオーナープロファイルページに表示されます。ドメイン内の IPアドレスに関
する詳細は、ドメインページに表示されます。

ドメインプロファイルページから特定の IPアドレスをドリルダウンするか、ドリルアップ
して組織プロファイルページを表示できます。また、そのテーブルの下部にある [列
（Columns）]リンクをクリックすることにより、[IPアドレス（IP Addresses）]テーブル内
の送信者アドレスごとの [DNS検証（DNSVerified）]ステータス、SBRS（SenderBaseレピュ
テーションスコア）、および [最新の送信者グループ（Last Sender Group）]を表示すること
もできます。そのテーブル内の任意のカラムを非表示にすることもできます。

ネットワークオーナープロファイルページから、そのテーブルの下部にある [列（Columns）]
リンクをクリックすることにより、[ドメイン（Domains）]テーブル内のドメインごとの [接
続拒否（Connections Rejected）]、[接続承認（Connections Accepted）]、[受信者スロットルに
よる停止（Stopped by Recipient Throttling）]、および [高度なマルウェア防御による検出
（Detected by Advanced Malware Protection）]などの情報を表示できます。そのテーブル内の
任意のカラムを非表示にすることもできます。

システムの管理者の場合は、これらの各ページで（必要に応じて）エンティティのチェック

ボックスをクリックしてから [送信者グループに追加（Add toSenderGroup）]をクリックし、
送信者グループにネットワークオーナー、ドメイン、または IPアドレスを追加することも
できます。

また、送信者の現在の情報テーブルの送信者グループ情報の下にある [送信者グループに追
加（Add to Sender Group）]リンクをクリックして、送信者グループに送信者を追加すること
もできます。送信者を送信者グループに追加する方法の詳細については、電子メールを受信

するためのゲートウェイの設定, （79ページ）を参照してください。当然ながら、必ずしも
変更を行う必要はありません。セキュリティサービスに着信メールを処理させることもでき

ます。
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送信者プロファイルの検索

特定の送信者を検索するには、[クイック検索（Quick Search）]ボックスに IPアドレス、ドメイ
ン、または組織名を入力します。

送信者プロファイルページが送信者の情報と共に表示されます。データが読み込まれる報告ペー

ジ：送信者プロファイルページ, （843ページ）を参照してください。

送信者グループレポート

送信者グループレポートは、送信者グループ別およびメールフローポリシーアクション別の接

続のサマリーを提供し、SMTP接続およびメールフローポリシーのトレンドを確認できるように
します。[送信者グループによるメールフロー（Mail Flow by Sender Group）]リストには、各送信
者グループの割合および接続数が示されます。[メールフローポリシーアクションによる接続
（Connections by Mail Flow Policy Action）]グラフは、各メールフローポリシーアクションの接続
の割合を示します。このページには、ホストアクセステーブル（HAT）ポリシーの有効性の概要
が示されます。HATの詳細については、電子メールを受信するためのゲートウェイの設定, （79
ページ）を参照してください。

送信先

[送信先（Outgoing Destinations）]ページには、メールの送信先ドメインに関する情報が示されま
す。このページは、2つのセクションで構成されます。ページの上部は、発信脅威メッセージ別
の上位宛先および発信クリーンメッセージの上位宛先を示すグラフで構成されます。ページの下

部には、総受信者数別にソートされた（デフォルト設定）全カラムを示す表が表示されます。

レポート対象の時間範囲（時間や週など）、またはカスタムの範囲を選択できます。グラフまた

は詳細リストのデータは、すべてのレポートと同様に [エクスポート（Export）]リンクを使用し
て CSV形式にエクスポートできます。

[送信先（Outgoing Destinations）]ページを使用すると、次の情報を入手できます。

•アプライアンスのメール送信先

•各ドメインに送信されるメールの量

•クリーン、スパム陽性、ウイルス陽性、マルウェア、またはコンテンツフィルタによる阻止
のメールの割合。

•配信されたメッセージおよび宛先サーバによってハードバウンスされたメッセージの数

送信者

[送信メッセージ送信者（Outgoing Senders）]ページには、ネットワーク内の IPアドレスおよびド
メインから送信された電子メールの数と種類についての情報が表示されます。このページを表示

すると、ドメイン別または IPアドレス別に結果を表示できます。各ドメインによって送信された
メールの量を確認する場合にはドメイン別の結果、最も多いウイルスメッセージを送信してい
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る、または最も多くコンテンツフィルタをトリガーしている IPアドレスを表示する場合には IP
アドレス別の結果を表示することが推奨されます。

このページは、2つのセクションで構成されます。ページの左側は、総脅威メッセージ別の上位
送信者を示すグラフです。合計脅威メッセージには、スパム陽性、ウイルス陽性、マルウェアの

メッセージ、またはコンテンツフィルタをトリガーしたメッセージが含まれます。ページの上部

の右側は、クリーンメッセージ別の上位送信者を表示するグラフです。ページの下部には、総

メッセージ数別にソートされた（デフォルト設定）全カラムを示す表が表示されます。

このページには、メッセージ配信に関する情報は表示されません。特定のドメインからのバウ

ンスされたメッセージの数などの配信情報は、[送信処理ステータス（DeliveryStatus）]ページ
を使用して追跡できます。

（注）

レポート対象の時間範囲（時間や週など）、またはカスタムの範囲を選択できます。グラフまた

は詳細リストのデータは、すべてのレポートと同様に [エクスポート（Export）]リンクを使用し
て CSV形式にエクスポートできます。

[送信メッセージ送信者（Outgoing Senders）]ページを使用すると、次の情報を入手できます。

•最も多くのウイルスに感染、スパム陽性、またはマルウェアと判断された電子メールを送信
している IPアドレス。

•最も頻繁にコンテンツフィルタをトリガーした IPアドレス

•最も多くのメールを送信するドメイン

地理的分散ページ

[地理的分散（Geo Distribution）]レポートページを使用して次の項目を表示できます。

•発信国別の受信メール接続数の上位（グラフィカルな形式）。

•発信国別の受信メール接続の合計数（表形式）。

特定の位置情報の受信メールの接続の数をクリックすると、メッセージトラッキングに関連メッ

セージを表示できます。

[合計メッセージ数（Total Messages）]列には、SMTP接続レベルで受け入れられるメッセージの
み表示されます。

レポート生成中に次の処理が発生します。（注）

•プライベート IPアドレスとして 1つ以上の受信メール接続が検出されると、受信メール
接続がレポートの「プライベート IPアドレス」として分類されます。

•有効ではないSBRSスコアとして1つ以上の受信メール接続が検出されると、受信メール
接続がレポートの「国情報なし」として分類されます。
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[送信処理ステータス（Delivery Status）] ページ
特定の受信者ドメインに対する配信の問題を疑ったり、仮想ゲートウェイアドレスに関する情報

収集を行ったりする場合には、[モニタ（Monitor）] > [送信処理ステータスページ（DeliveryStatus
Page）]をクリックすると、特定の受信者ドメインに関連する電子メール操作に関するモニタリン
グ情報が提供されます。

[送信処理ステータス（Delivery Status）]ページには、CLIで tophostsコマンドを使用した場合と
同じ情報が表示されます（詳細については、CLIによる管理およびモニタリング,（1045ページ）
の「電子メールキューの構成の確認」を参照してください）。

このページには、直近 3時間以内にシステムによって配信されたメッセージの上位 20、50、また
は 100の受信者ドメインのリストが表示されます。各統計情報のカラム見出しのリンクをクリッ
クすることによって、最新のホストステータス、アクティブな受信者（デフォルト）、切断した

接続、配信された受信者、ソフトバウンスイベント、およびハードバウンス受信者別にソート

できます。

•特定のドメインを検索するには、[ドメイン名：（Domain Name:）]フィールドにドメイン名
を入力し、[検索（Search）]をクリックします。

•表示されているドメインをドリルダウンするには、ドメイン名のリンクをクリックします。

[送信処理ステータス詳細（Delivery Status Details）]ページに結果が表示されます。

受信者ドメインで任意のアクティビティが発生すると、このドメインが「アクティブ」とな

り、[概要（Overview）]ページに表示されます。たとえば、配信の問題があるためにメールが
発信キューにとどまると、この受信者ドメインは、引き続き発信メールの概要に表示されま

す。

（注）

配信の再試行

後で配信されるようにスケジュール設定されているメッセージは、[すべての送信を再試行（Retry
All Delivery）]をクリックすると、ただちに再試行できます。[すべての送信を再試行（Retry All
Delivery）]では、キューに含まれるメッセージがただちに配信されるようにスケジュールを変更
できます。downのマークが付いたすべてのドメインと、スケジュールされたメッセージまたはソ
フトバウンスされたメッセージが、即時配信のキューに入れられます。

特定の宛先ドメインに向けての配信を再施行するには、ドメイン名のリンクをクリックします。

[送信処理ステータス詳細（Delivery Status Details）]ページで、[送信を再試行（Retry Delivery）]
をクリックします。

CLIで delivernowコマンドを使用して、ただちに配信するようにメッセージのスケジュールを変
更することもできます。詳細については、電子メールの即時配信スケジュール,（1069ページ）を
参照してください。
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[送信処理ステータス詳細（Delivery Status Details）] ページ
特定の受信者ドメインに関する統計情報を検索するには、[送信処理ステータス詳細（Delivery
Status Details）]ページを使用します。このページには、CLI内で hoststatusコマンドを使用した場
合と同じ情報（メールステータス、カウンタ、およびゲージ）が表示されます。（詳細について

は、CLIによる管理およびモニタリング,（1045ページ）を参照してください）特定のドメインを
検索するには、[ドメイン名：（Domain Name:）]フィールドにドメイン名を入力し、[検索
（Search）]をクリックします。altsrchost機能を使用している場合、仮想ゲートウェイのアドレス
情報が表示されます。

[内部ユーザ（Internal Users）] ページ
[内部ユーザ（InternalUsers）]ページでは、内部ユーザによって送受信されたメールに関する情報
が、電子メールアドレスごとに表示されます（単一ユーザの複数の電子メールアドレスが、リス

トに表示される場合があります。レポートでは、電子メールアドレスはまとめられません）。

このページは、2つのセクションで構成されます。

•正常な着信メッセージ別および正常な発信メッセージ別の上位ユーザと、グレイメールを受
信する上位ユーザを示すグラフ。

•ユーザメールフローの詳細

レポート対象の時間範囲（時間、日、週、または月）を選択できます。グラフまたは詳細リスト

のデータは、すべてのレポートと同様に [エクスポート（Export）]リンクを使用して CSV形式に
エクスポートできます。非表示のテーブルカラムを表示するか、またはデフォルトカラムを非表

示にするには、テーブルの下の [列（Columns)]リンクをクリックします。

[ユーザメールフローの詳細（User Mail Flow Details）]リストでは、送受信メールが電子メール
アドレス別に正常、スパム、（着信のみ）、ウイルス、マルウェア、コンテンツフィルタの一

致、グレイメール（着信のみ）に分類されます。このリストは、カラム見出しをクリックしてソー

トできます。

内部ユーザレポートを使用すると、次の情報を入手できます。

•最も多くの外部メールを送信したユーザ

•最も多くのクリーン電子メールを受信したユーザ

•最も多くのグレイメールメッセージを受信したユーザ

•最も多くのスパムを受信したユーザ

•コンテンツフィルタをトリガーしたユーザとそのコンテンツフィルタの種類

•電子メールをコンテンツフィルタで捕捉されたユーザ

着信内部ユーザとは、Rcpt To:アドレスに基づいてシステムで電子メールを受信する対象ユーザ
のことです。発信内部ユーザはMail From:アドレスに基づいており、内部ネットワーク内の送信
者が送信している電子メールの種類を追跡する場合に役立ちます。
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一部の送信メール（バウンスなど）の送信者は、nullです。これらの送信者は、送信および「不
明」に集計されます。

内部ユーザの [内部ユーザの詳細（Internal User Details）]ページを表示するには、この内部ユーザ
をクリックします。

デフォルトで非表示のカラム（[高度なマルウェア防御で検出された受信メール（IncomingDetected
by Advanced Malware Protection）]カラムまたは [高度なマルウェア防御で検出された送信メール
（Outgoing Detected by Advanced Malware Protection）]など）を表示するには、テーブルの下の [列
（Column）]リンクをクリックします。

内部ユーザの詳細

[内部ユーザの詳細（Internal User Details）]ページでは、各カテゴリ（[スパム検出（Spam
Detected）]、[ウイルス検出（VirusDetected）]、[高度なマルウェア防御で検出（DetectedbyAdvanced
Malware Protection）]、[コンテンツフィルタによる受信停止（StoppedByContent Filter）]、[グレー
メール検出（GraymailDetected）]、および [正常（Clean）]）のメッセージ数を示す送受信メッセー
ジの内訳など指定したユーザに関する詳細情報が示されます。受信メッセージの場合は任意で、

テーブルの下の [列（Column）]リンクをクリックすると、[高度なマルウェア防御で検出された
受信メール（Incoming Detected by Advanced Malware Protection）]カラムが表示されます。この値
は、ファイルレピュテーションフィルタリングにより悪意のあるファイルと判断された添付ファ

イルを含むメッセージの数を表します。この値には、判定のアップデートまたはファイル分析に

より悪意があるファイルとして検出されたファイルは含まれません。送受信コンテンツフィルタ

および DLPポリシーの一致も示されます。

コンテンツフィルタの詳細情報を対応するコンテンツフィルタ情報ページに表示するには、その

コンテンツフィルタ名をクリックします（[コンテンツフィルタ（Content Filters）]ページ, （852
ページ）を参照）。この方法を使用すると、特定のコンテンツフィルタに一致したメールを送受

信したユーザのリストも取得できます。

特定の内部ユーザの検索

特定の内部ユーザ（電子メールアドレス）は、[内部ユーザ（Internal Users）]ページおよび [内部
ユーザの詳細（Internal User Details）]ページの下部にある検索フォームから検索できます。検索
テキストに完全に一致させるか、入力したテキストで始まる項目を検索するか（たとえば、「ex」
で始まる項目を検索する場合、「example.com」が一致します）を選択します。

[DLP インシデント（DLP Incidents）] ページ
[DLPインシデント（DLP Incidents）]ページには、送信メールで発生した Data Loss Prevention
（DLP）ポリシー違反インシデントに関する情報が示されます。アプライアンスでは、[送信メー
ルポリシー（Outgoing Mail Policies）]テーブルでイネーブルにした DLP電子メールポリシーを
使用して、ユーザが送信した機密データを検出します。DLPポリシーに違反する送信メッセージ
が発生するたびに、インシデントとして報告されます。

DLPインシデントレポートを使用すると、次のような情報を取得できます。

•ユーザが送信した機密データの種類
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•これらの DLPインシデントの重大度

•これらのメッセージのうち、配信されたメッセージの数

•これらのメッセージのうち、ドロップされたメッセージの数

•これらのメッセージの送信者

[DLPインシデント（DLP Incidents）]ページは、次の 2つの主なセクションで構成されます。

•重大度（[低（Low）]、[中（Medium）]、[高（High）]、[クリティカル（Critical）]）別の上
位 DLPインシデントおよびポリシーの一致数を集約する DLPインシデントのトレンドグラ
フ

• [DLPインシデントの詳細（DLP Incidents Details）]リスト

レポート対象の時間範囲（時間や週など）、またはカスタムの範囲を選択できます。グラフまた

は詳細リストのデータは、すべてのレポートと同様に [エクスポート（Export）]リンクを使用し
て CSV形式にエクスポートするか、[印刷用（PDF）（Printable (PDF)）]リンクを使用して PDF
形式にエクスポートできます。英語以外の言語での PDFの生成については、レポートに関する注
意事項, （871ページ）を参照してください。

ポリシーによって検出されたDLPインシデントに関する詳細情報を表示するには、DLPポリシー
の名前をクリックします。この方法を使用すると、ポリシーによって検出された、機密データを

含むメールを送信したユーザのリストを取得できます。

DLP インシデントの詳細（DLP Incidents Details）
アプライアンスの送信メールポリシーで現在イネーブルの DLPポリシーは、[DLPインシデント
（DLP Incidents）]ページの下部にある [DLPインシデントの詳細（DLP Incidents Details）]テーブ
ルに表示されます。詳細情報を表示するには、DLPポリシーの名前をクリックします。

[DLPインシデントの詳細（DLP Incidents Details）]テーブルは、ポリシーごとの DLPインシデン
トの合計数と、重大度レベル別の内訳を示します。重大度レベルには、バウンスされたメッセー

ジの数と、クリアで配信、暗号化で配信、または削除されたメッセージの数も含まれます。デー

タをソートするには、カラム見出しをクリックします。

[DLP ポリシー詳細（DLP Policy Detail）] ページ
[DLPインシデントの詳細（DLP Incidents Details）]テーブルで DLPポリシーの名前をクリックし
た場合、その結果として表示される [DLPポリシー詳細（DLP Policy Detail）]ページにそのポリ
シーに関するDLPインシデントデータが表示されます。このページには、重大度に基づいたDLP
インシデントのグラフが表示されます。

このページには、DLPポリシーに違反したメッセージを送信した各内部ユーザを表示する、ペー
ジ下部にある [送信者別インシデント（Incidents by Sender）]リストも含まれます。このリストに
は、このポリシーに関するユーザごとのDLPインシデントの総数に加えて、重大度レベル別の内
訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされ

たかが示されます。[送信者別インシデント（Incidents by Sender）]リストを使用すると、組織の
機密データをネットワーク外のユーザに送信した可能性のあるユーザを検索できます。
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送信者名をクリックすると、[内部ユーザ（InternalUsers）]ページが開きます。詳細については、
[内部ユーザ（Internal Users）]ページ, （849ページ）を参照してください。

[コンテンツフィルタ（Content Filters）] ページ
[コンテンツフィルタ（Content Filters）]ページには、送受信コンテンツフィルタの上位一致（最
も多くのメッセージに一致したコンテンツフィルタ）に関する情報が 2種類の形式（棒グラフと
リスト）で表示されます。[コンテンツフィルタ（Content Filters）]ページを使用すると、コンテ
ンツフィルタごとまたはユーザごとに企業ポリシーを確認し、次の情報を取得できます。

•受信メールまたは送信メールによってトリガーされた回数の最も多いコンテンツフィルタ

•特定のコンテンツフィルタをトリガーしたメールを送受信した上位ユーザ

リストのコンテンツフィルタ名をクリックすると、[コンテンツフィルタの詳細（Content Filter
Details）]ページにこのフィルタに関する詳細を表示できます。

コンテンツフィルタの詳細（Content Filter Details）
[コンテンツフィルタの詳細（Content Filter Details）]には、このフィルタの経時的な一致および
内部ユーザ別の一致が表示されます。

[内部ユーザ別の一致（Matches by Internal User）]セクションでは、ユーザ名をクリックして内部
ユーザ（電子メールアドレス）の [内部ユーザの詳細（Internal User Details）]ページを表示でき
ます（内部ユーザの詳細, （850ページ）を参照）。

[DMARC検証（DMARC Verification）] ページ
[DMARC検証（DMARC Verification）]ページには、DMARC検証が失敗した上位のドメインと、
DMARC検証に失敗したメッセージに対して AsyncOSが実行したアクションの詳細情報が表示さ
れます。このレポートを使用して DMARC設定を最適化し、次のような情報を取得できます。

•最も多く DMARC準拠ではないメッセージを送信したドメインはどれか。

•各ドメインで、DMARC検証に失敗したメッセージに対してAsyncOSがどのようなアクショ
ンを実行したか。

[DMARC検証（DMARC Verification）]ページの内容は次のとおりです。

• DMARC検証の失敗数に基づく上位ドメインを示す横棒グラフ。

•ドメイン別に次の情報を示す表。

◦アクションなしで承認、隔離、または拒否されたメッセージの数。数値をクリックする
と、選択されているカテゴリのメッセージのリストが表示されます。

◦ DMARC検証に合格したメッセージの数。

◦ DMARC検証試行回数の合計。
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レポート対象の時間範囲（時間や週など）、またはカスタムの範囲を選択できます。グラフまた

は詳細リストのデータは、すべてのレポートと同様に [エクスポート（Export）]リンクを使用し
て CSV形式にエクスポートするか、[印刷用（PDF）（Printable (PDF)）]リンクを使用して PDF
形式にエクスポートできます。

[マクロ検出（Macro Detection）] ページ
[マクロ検出（Macro Detection）]レポートページを使用して、次の項目を表示できます。

•ファイルタイプ別のマクロが有効になった受信添付ファイル数の上位（グラフ形式および表
形式）。

•ファイルタイプ別のマクロが有効になった送信添付ファイル数の上位（グラフ形式および表
形式）。

マクロが有効になった添付ファイルの数をクリックすると、[メッセージトラッキング（Message
Tracking）]に関連メッセージを表示できます。

レポート生成中に次の処理が発生します。（注）

•アーカイブファイル内に 1つ以上のマクロが検出されると、アーカイブファイルタイプ
が 1増えます。アーカイブファイル内のマクロが有効になった添付ファイルの数はカウ
ントされません。

•埋め込みファイル内に 1つ以上のマクロが検出されると、親ファイルタイプが 1増えま
す。埋め込みファイル内のマクロが有効になった添付ファイルの数はカウントされませ

ん。

[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）] ページ
[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）]ページには、お使いのアプライアンスのアウトブ
レイクフィルタの現在のステータスおよび設定に加えて、最近の発生状況やアウトブレイクフィ

ルタによって隔離されたメッセージに関する情報が示されます。このページを使用して、対象を

絞ったウイルス、詐欺、およびフィッシング攻撃に対する防御をモニタできます。

[タイプ別脅威（ThreatsByType）]セクションには、アプライアンスによって受信された脅威メッ
セージのさまざまなタイプが示されます。

[脅威サマリー（Threat Summary）]セクションには、[マルウェア（Malware）]、[フィッシング
（Phish）]、[詐欺（Scam）]、および [ウィルス（Virus）]による脅威メッセージの内訳が示され
ます。数値をクリックすると、メッセージトラッキングを使用してその数に含まれているすべて

のメッセージのリストが表示されます。

[過去 1年間のアウトブレイクサマリー（Past Year Outbreak Summary）]には、この 1年間にわた
るグローバル発生およびローカル発生が表示されるので、ローカルネットワークのトレンドとグ

ローバルなトレンドを比較できます。グローバル発生リストは、すべての発生（ウイルスとウイ
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ルス以外の両方）の上位集合です。これに対して、ローカル発生は、お使いのアプライアンスに

影響を与えたウイルス発生に限定されています。ローカル感染発生データには、ウイルス以外の

脅威は含まれません。グローバル感染発生データは、アウトブレイク隔離で現在設定されている

しきい値を超えた、Threat Operations Centerによって検出されたすべての発生を表します。ローカ
ル感染発生データは、アウトブレイク隔離で現在設定されているしきい値を超えた、このアプラ

イアンスで検出されたすべてのウイルス感染を表します。[ローカル保護の合計時間（Total Local
Protection Time）]は、Threat Operations Centerによる各ウイルス発生の検出と、主要ベンダーによ
るアンチウイルスシグニチャの解放との時間差に常に基づいています。必ずしもすべてのグロー

バル発生が、お使いのアプライアンスに影響を与えるわけではありません。「--」値は、保護時間
が存在しないか、アンチウイルスベンダーからシグニチャ時間を入手できないことを示します

（一部のベンダーは、シグニチャ時間を報告しません）。これは、保護時間がゼロであることを

示すのではなく、保護時間の算出に必要な情報を入手できないことを示します。

[隔離されたメッセージ（Quarantined Messages）]セクションでは、感染フィルタの隔離状況の概
要が示されます。これは、感染フィルタが捕捉した潜在的な脅威メッセージの数を把握するのに

役立つ尺度です。隔離されたメッセージは、解放時に集計されます。通常、メッセージはアンチ

ウイルスおよびアンチスパムルールが使用可能になる前に隔離されます。メッセージが解放され

ると、アンチウイルスおよびアンチスパムソフトウェアによってスキャンされ、陽性か、クリー

ンかを判定されます。感染トラッキングの動的性質により、メッセージが隔離領域内にあるとき

でも、メッセージの隔離ルール（および関連付けられる発生）が変更される場合があります。（隔

離領域に入った時点ではなく）解放時にメッセージを集計することにより、件数の変動による混

乱を防ぎます。

[脅威の詳細（ThreatDetails）]リストには、脅威のカテゴリ（ウイルス、詐欺、またはフィッシン
グ）、脅威の名前、脅威の説明、識別されたメッセージの数などの、特定の発生に関する情報が

表示されます。ウイルス発生の場合は [過去 1年間のウイルスアウトブレイク（Past Year Virus
Outbreaks）]に、発生の名前と ID、ウイルス発生が初めてグローバルに検出された日時、アウト
ブレイクフィルタによって提供される保護時間、および隔離されたメッセージの数が含まれま

す。左側のメニューを使用して、グローバル発生またはローカル発生のいずれか、および表示す

るメッセージの数を選択できます。このリストは、カラム見出しをクリックしてソートできます。

数値をクリックすると、メッセージトラッキングを使用してその数に含まれているすべてのメッ

セージのリストが表示されます。

[最初にグローバルで確認した日時（First SeenGlobally）]の時間は、世界最大の電子メールおよび
Webモニタリングネットワークである SenderBaseのデータに基づいて、Threat Operations Center
によって決定されます。[保護時間（Protection Time）]は、Threat Operations Centerによる各脅威
の検出と、主要ベンダーによるアンチウイルスシグニチャの解放との時間差に基づいています。

「--」値は、保護時間が存在しないか、アンチウイルスベンダーからシグニチャ時間を入手でき
ないことを示します（一部のベンダーは、シグニチャ時間を報告しません）。保護時間がゼロで

あることを示しているわけではありません。むしろ、保護時間の算出に必要な情報を入手できな

いことを意味します。

[受信メッセージからのヒットメッセージ（Hit Messages from Incoming Messages）]セクションに
は、ウィルス性添付ファイル、その他の脅威（非ウィルス性）、正常な受信メッセージの割合と

数が示されます。
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[脅威レベル別のヒットメッセージ（Hit Messages by Threat Level）]セクションには、脅威レベル
（レベル 1～ 5）に基づいて受信脅威メッセージ（ウィルス性および非ウィルス性）の割合と数
が示されます。

[アウトブレイク隔離されているメッセージ（Messages resided inOutbreakQuarantine）]セクション
には、アウトブレイク隔離エリアに入っていた脅威メッセージの数が、その期間に基づいて示さ

れます。

[書き換えられた上位URL（TopURL's Rewritten）]セクションには、発生回数に基づいて、書き換
えられた上位 10件のURLがリストで示されます。書き換えられたURLをさらに表示するには、
[表示されたアイテム（ItemsDisplayed）]ドロップダウンを使用します。数値をクリックすると、
[メッセージトラッキング（Message Tracking）]ページで選択した書き換えられた URLを含むす
べてのメッセージのリストが表示されます。

[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）]ページを使用すると、次の情報を取得できます。

•隔離されているメッセージの数と、それらの脅威のタイプ

•ウイルス発生に対するアウトブレイクフィルタ機能のリードタイム

•グローバルウイルス発生と比較したローカルウイルスの発生状況

[ウイルスタイプ（Virus Types）] ページ
[ウイルスタイプ（VirusTypes）]ページでは、ネットワークに浸入したウイルスおよびネットワー
クから送信されたウイルスの概要が示されます。[ウイルスタイプ（Virus Types）]ページには、
お使いのアプライアンスで稼働するウイルススキャンエンジンによって検出されたウイルスが表

示されます。このレポートを使用して、特定のウイルスに対して特定のアクションを実行するこ

とが推奨されます。たとえば、PDFファイルに組み込まれることが判明しているウイルスを大量
に受信している場合、PDFが添付されているメッセージを隔離するフィルタアクションを作成す
ることが推奨されます。

複数のウイルススキャンエンジンを実行している場合、[ウイルスタイプ（Virus Types）]ページ
には、イネーブルになっているすべてのウイルススキャンエンジンの結果が含まれます。ページ

に表示されるウイルスの名前は、ウイルススキャンエンジンによって判定された名前です。複数

のスキャンエンジンが 1つのウイルスを検出した場合、同じウイルスに対して複数のエントリが
存在する可能性があります。

[ウイルスタイプ（VirusTypes）]ページには、ネットワークに浸入したウイルスおよびネットワー
クで送受信されたウイルスの概要が示されます。[検出した受信ウイルスの上位（Top Incoming
Virus Detected）]セクションには、ネットワークに送信されたウイルスのチャートビューが降順
で表示されます。[検出した送信ウイルスの上位（TopOutgoingVirusDetected）]セクションには、
ネットワークから送信されたウイルスのチャートビューが降順で表示されます。
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ウイルスに感染したメッセージをネットワークに送信したホストを表示するには、[受信メー
ル（Incoming Mail）]ページに移動し、同じ報告期間を指定して、ウイルス陽性別にソートし
ます。同様に、ネットワーク内でウイルス陽性の電子メールを送信した IPアドレスを表示す
るには、[送信メッセージ送信者（OutgoingSenders）]ページを表示し、ウイルス陽性メッセー
ジ別にソートします。

（注）

[ウイルスタイプの詳細（Virus Types Details）]リストには、感染した送受信メッセージ、および
感染メッセージの総数など特定のウイルスに関する情報が表示されます。感染した受信メッセー

ジの詳細リストには、ウイルスの名前およびこのウイルスに感染した受信メッセージの総数が表

示されます。同様に、送信メッセージの詳細リストには、ウイルスの名前およびこのウイルスに

感染した送信メッセージの総数が表示されます。ウイルスの種類の詳細は、[受信メッセージ
（IncomingMessages）]、[送信メッセージ（OutgoingMessages）]、または [感染したメッセージの
合計数（Total Infected Messages）]別にソートできます。

[URL フィルタリング（URL Filtering）] ページ
• URLフィルタリングレポートモジュールは、URLフィルタリングが有効の場合にのみ入力
されます。

• URLフィルタリングレポートは、送受信メッセージに対して使用できます。

• URLフィルタリングエンジンによって（アンチスパム/アウトブレイクフィルタスキャンの
一部として、またはメッセージ/コンテンツフィルタを使用して）スキャンされるメッセー
ジのみが、これらのモジュールに含まれます。ただし、必ずしもすべての結果が URLフィ
ルタリング機能のみに起因するわけではできません。

• [上位URLカテゴリ（TopURLCategories）]モジュールには、コンテンツフィルタまたはメッ
セージフィルタに一致するかどうかにかかわらず、スキャンされたメッセージで検出された

すべてのカテゴリが含まれます。

•各メッセージに関連付けることができるURLレピュテーションレベルは1つだけです。メッ
セージに複数の URLがある場合、メッセージ内の URLの最も低いレピュテーションが統計
情報に反映されます。

• [セキュリティサービス（Security Services）] > [URLフィルタリング（URL Filtering）]で設定
したグローバルホワイトリストの URLは、レポートに含まれません。

個別のフィルタで使用されるホワイトリストの URLはレポートに含まれます。

•悪意のある URLとは、アウトブレイクフィルタによってレピュテーションが低いと判定さ
れたURLです。ニュートラルURLとは、アウトブレイクフィルタによってクリック時の保
護が必要と判定されたURLです。このため、ニュートラルURLは、CiscoWebセキュリティ
プロキシにリダイレクトするために書き換えられます。

• URLカテゴリベースのフィルタの結果はコンテンツおよびメッセージフィルタレポートに
反映されます。
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• CiscoWebセキュリティプロキシによるクリック時のURL評価の結果は、レポートに反映さ
れません。

[Web インタラクショントラッキング（Web Interaction Tracking）] ペー
ジ

• Webインタラクショントラッキングレポートモジュールには、Webインタラクションのト
ラッキング機能がイネーブルの場合にのみデータが取り込まれます。

• Webインタラクショントラッキングレポートモジュールは、リアルタイムでは更新されず、
30分おきに更新されます。また、書き換えられた URLをクリックした後で、Webインタラ
クショントラッキングレポートにこのイベントがレポートされるまでには最大 2時間かか
ることがあります。

• Webインタラクショントラッキングレポートは、リアルタイムで更新されません。クラウ
ドにリダイレクトされる書き換えられた URLをクリックした後、Webインタラクショント
ラッキングレポートにこのイベントがレポートされるまでには最大 2時間かかることがあり
ます。

• Webインタラクショントラッキングレポートは、送受信メッセージに対して使用できます。

•エンドユーザがクリックした、クラウドにリダイレクトされる書き換えられた URL（ポリ
シーまたはアウトブレイクフィルタによって）のみが、これらのモジュールに含まれます。

• [Webインタラクショントラッキング（Web Interaction Tracking）]ページには、次のレポート
が含まれます。

エンドユーザがクリックした、書き換えられた悪意のある上位URL（TopRewrittenMaliciousURLs
clicked by End Users）。次の情報を含む詳細レポートを表示するには、URLをクリックします。

•書き換えられた悪意のある URLをクリックしたエンドユーザのリスト。

• URLがクリックされた日付と時刻。

• URLがポリシーまたはアウトブレイクフィルタによって書き換えられたかどうか。

•書き換えられた URLがクリックされた場合に実行されたアクション（許可、ブロック、ま
たは不明）。URLがアウトブレイクフィルタによって書き換えられており、最終的な判定
が使用できない場合、ステータスは不明として表示されます。

書き換えられた悪意のあるURLをクリックした上位エンドユーザ（Top End Users who clicked on
Rewritten Malicious URLs）

Webインタラクショントラッキングの詳細（Web Interaction Tracking Details）。次の情報が含まれ
ています。

•クラウドにリダイレクトされる書き換えられたすべての URLのリスト（悪意のあるものと
ないもの）。詳細レポートを表示するには、URLをクリックします。
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•クラウドにリダイレクトされる書き換えられた URLがクリックされた場合に実行されたア
クション（許可、ブロック、または不明）。

データを表示するには、次の操作を実行します。

• [受信メールポリシー（IncomingMail Policies）] > [アウトブレイクフィルタ（OutbreakFilters）]
を選択してアウトブレイクフィルタを設定し、メッセージの変更および URLの書き換えを
有効にします。

•「CiscoSecurityProxyにリダイレクト」アクションを使用して、コンテンツフィルタを構成
します。

エンドユーザが URLをクリックしたときにその URLの判定（正常または悪意のある）が不明で
ある場合、ステータスは不明として表示されます。これは、ユーザのクリック時に、URLがさら
に調査されていたか、Webサーバがダウンしていたか、到達不可能であったためである可能性が
あります。

•書き換えられた URLをエンドユーザがクリックした回数。クリックされた URLを含むすべ
てのメッセージのリストを表示するには、番号をクリックします。

• Webインタラクショントラッキングレポートを使用している場合は、次の制限事項に注意
してください。

◦悪意のある URLを書き換えた後に、メッセージを送信して別のユーザ（管理者など）
に通知するようにコンテンツまたはメッセージフィルタを設定している場合、通知され

たユーザがその書き換えられた URLをクリックした場合でも、元の受信者のWebイン
タラクショントラッキングデータが増分します。

◦書き換えられた URLを含む隔離されたメッセージのコピーを、Webインターフェイス
を使用してユーザ（管理者など）に送信する場合、そのユーザ（メッセージのコピーが

送信されたユーザ）がその書き換えられた URLをクリックした場合でも、元の受信者
のWebインタラクショントラッキングデータが増分します。

◦どの時点であっても、アプライアンスの時刻を変更する予定がある場合は、システム時
刻は協定世界時（UTC）と同期するようにしてください。

偽造メールの一致レポート

偽装メールの検出結果の監視, （629ページ）を参照してください。

ファイルレピュテーションおよびファイル分析レポート

次に示すレポートについては、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとト

ラッキング, （486ページ）を参照してください。

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

•ファイル分析（File Analysis）
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• 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（Mailbox Auto Remediation）] レポート
[メールボックスの自動修復レポート（Mailbox Auto Remediation report）]ページを使用して（[モ
ニタ（Monitor）] > [メールボックスの自動修復（Mailbox Auto Remediation）]）、メールボックス
修復結果の詳細を表示できます。このレポートを使用して次の詳細を表示します。

•受信者のメールボックス修復の成功または失敗を示す一覧

•メッセージに対してとられる修復のアクション

• SHA-256ハッシュに関連付けられているファイル名

メッセージトラッキングに関連メッセージを表示するには、SHA-256ハッシュをクリックしま
す。

詳細については、次を参照してください。Office 365メールボックスのメッセージの自動修復, （
573ページ）

[TLS 接続（TLS Connections）] ページ
[TLS接続（TLS Connections）]ページには、メールの送受信に使用される TLS接続の全体的な使
用状況が表示されます。このレポートでは、TLS接続を使用してメールを送信する各ドメインの
詳細についても示されます。

[TLS接続（TLS Connections）]ページを使用すると、次の情報を測定できます。

•送受信接続による、全体的な TLSの使用割合

• TLS接続に成功したパートナー

• TLS接続に成功しなかったパートナー

• TLS認証に問題のあるパートナー

•パートナーが TLSを使用したメールの全体的な割合

[TLS接続（TLS Connections）]ページは、着信接続に関するセクションと、発信接続に関するセ
クションに分かれています。各セクションには、詳細情報が含まれたグラフ、サマリー、および

表が含まれています。

グラフには、指定した時間範囲にわたる、送受信 TLSの暗号化された接続および暗号化されない
接続のビューが表示されます。グラフには、メッセージの総量、暗号化された/暗号化されない
メッセージの量、成功/失敗したTLS暗号化メッセージの量が表示されます。グラフでは、TLSが
必須であった接続と、TLSが単に優先された接続が区別されます。

表には、暗号化されたメッセージを送受信するドメインの詳細が表示されます。ドメインごとに、

成功/失敗した必須の TLS接続と優先された TLS接続の数、試行された TLS接続の総数（成功し
たか失敗したかにかかわらず）、および暗号化されていない接続の総数を表示できます。また、

TLSが試行されたすべての接続の割合、および正常に送信された暗号化メッセージの総数（TLS
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が優先か必須かにかかわらず）も表示できます。この表の下部にある [列（Columns）]リンクを
クリックすることにより、カラムの表示/非表示を切り替えることができます。

[受信 SMTP 認証（Inbound SMTP Authentication）] ページ
[受信SMTP認証（Inbound SMTP Authentication）]ページには、クライアント証明書の使用情報、
および Email Security Applianceとユーザのメールクライアント間で SMTPセッションを認証する
ための SMTP AUTHコマンドが表示されます。アプライアンスは、証明書または SMTP AUTHコ
マンドを受け入れると、メールクライアントへのTLS接続を確立します。クライアントはこの接
続を使用してメッセージを送信します。アプライアンスは、これらの試行をユーザ単位で追跡で

きないため、レポートには、ドメイン名とドメイン IPアドレスに基づいて SMTP認証の詳細が表
示されます。

次の情報を確認するには、このレポートを使用します。

• SMTP認証を使用している着信接続の総数

•クライアント証明書を使用している接続の数

• SMTP AUTHを使用している接続の数

• SMTP認証を使用しようとして、接続が失敗したドメイン

• SMTP認証が失敗した一方で、フォールバックを正常に使用している接続の数

[受信SMTP認証（Inbound SMTP Authentication）]ページには、受信した接続のグラフ、SMTP認
証接続を試行したメール受信者のグラフ、および接続の認証試行の詳細を含むテーブルが表示さ

れます。

[受信した接続（Received Connections）]グラフでは、指定した時間範囲において SMTP認証を使
用して接続を認証しようとしたメールクライアントの着信接続が示されます。このグラフには、

アプライアンスが受信した接続の総数、SMTP認証を使用して認証を試行しなかった接続の数、
クライアント証明書を使用して認証が失敗および成功した接続の数、SMTP AUTHコマンドを使
用して認証が失敗および成功した接続の数が表示されます。

[受信した受信者（Received Recipients）]グラフには、SMTP認証を使用して、メッセージを送信
するために Email Security Appliancesへの接続を認証しようとしたメールクライアントを所有する
受信者の数が表示されます。このグラフでは、接続が認証された受信者の数、および接続が認証

されなかった受信者の数も示されます。

[SMTP認証の詳細（SMTP Authentication details）]テーブルには、メッセージを送信するために
Email Security Applianceへの接続を認証しようとしたユーザを含むドメインの詳細が表示されま
す。ドメインごとに、クライアント証明書を使用した接続試行（成功または失敗）の数、SMTP
AUTHコマンドを使用した接続試行（成功または失敗）の数、およびクライアント証明書接続試
行が失敗した後、SMTP AUTHにフェールバックした接続の数を表示できます。ページ上部のリ
ンクを使用して、ドメイン名またはドメイン IPアドレス別にこの情報を表示できます。
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[レート制限（Rate Limits）] ページ
エンベロープ送信者ごとのレート制限を使用すると、メール送信者アドレスに基づいて、個々の

送信者からの時間間隔ごとの電子メールメッセージ受信者数を制限できます。[レート制限（Rate
Limits）]レポートには、この制限を最も上回った送信者が表示されます。

このレポートは、以下を特定する場合に役立ちます。

•大量のスパムを送信するために使用される可能性のある信用できないユーザアカウント

•通知、アラート、自動報告などに電子メールを使用する組織内の制御不能アプリケーション

•内部請求やリソース管理のために、組織内で電子メールを過剰に送信している送信元

•スパムとは見なされないが、大量の着信電子メールトラフィックを送信している送信元

内部送信者に関する統計情報を含む他のレポート（[内部ユーザ（InternalUsers）]、[送信メッセー
ジ送信者（Outgoing Senders）]など）では、送信されたメッセージの数のみ計測されます。これ
らのレポートでは、少数のメッセージを多数の受信者に送信した送信者は識別されません。

[上位攻撃者(インシデント別)（Top Offenders by Incident）]チャートには、設定済み制限よりも多
くの受信者にメッセージを最も頻繁に送信しようとしたエンベロープ送信者が表示されます。各

試行が 1インシデントに相当します。このチャートでは、すべてのリスナーからのインシデント
数が集計されます。

[上位攻撃者(拒否した受信者数)（Top Offenders by Rejected Recipients）]チャートには、設定済み
の制限を上回る、最も多くの受信者にメッセージを送信したエンベロープ送信者が表示されます。

このチャートでは、すべてのリスナーからの受信者数が集計されます。

エンベロープ送信者によるレート制限の設定、または既存のレート制限の変更については、メー

ルフローポリシーを使用した着信メッセージのルールの定義, （127ページ）を参照してくださ
い。

[システム容量（System Capacity）] ページ
[システム容量（System Capacity）]ページでは、ワークキュー内のメッセージ数、ワークキュー
で費やした平均時間、送受信メッセージ（量、サイズ、件数）、全体的なCPU使用率、機能別の
CPU使用率、メモリページスワップ情報などシステム負荷の詳細が示されます。

[システム容量（System Capacity）]ページを使用すると、次の情報を確認できます。

•アプライアンスが推奨キャパシティを超えて、設定の最適化または追加アプライアンスが必
要になった時間

•キャパシティの問題が今後発生する可能性を示すシステム挙動の過去のトレンド

•最も多くのリソースを使用したシステムの部分（トラブルシューティングを支援するため）

お使いのアプライアンスをモニタして、メッセージの量に対してキャパシティが適切であること

を確認することが重要です。量は、時間の経過に伴って必ず増加しますが、適切にモニタリング

していれば、追加キャパシティまたは設定変更を予防的に適用できます。システムキャパシティ
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をモニタする最も効果的な方法は、全体的な量、ワークキュー内のメッセージ、およびリソース

節約モードのインシデントを追跡することです。

•量：「通常」のメッセージ量と環境内での「異常」な増加を把握することが重要です。経時
的にこのデータを追跡して、量の増加を測定します。[受信メール（Incoming Mail）]ページ
および [送信メール（Outgoing Mail）]ページを使用すると、経時的に量を追跡できます。詳
細については、[システム容量（System Capacity）]：[受信メール（Incoming Mail）], （863
ページ）および[システム容量（System Capacity）]：[送信メール（Outgoing Mail）], （863
ページ）を参照してください。

•ワークキュー：ワークキューは、スパム攻撃の吸収とフィルタリングを行い、有害メッセー
ジの異常な増加を処理する、「緩衝装置」として設計されています。しかしワークキュー

は、負荷のかかっているシステムを示す最良の指標であり、長く、頻繁なワークキューの

バックアップは、キャパシティの問題を示している可能性があります。[ワークキュー
（WorkQueue）]ページを使用すると、ワークキュー内でメッセージが費やした平均時間お
よびワークキュー内のアクティビティを追跡できます。詳細については、[システム容量
（System Capacity）]：[ワークキュー（Workqueue）], （862ページ）を参照してください。

•リソース節約モード：アプライアンスがオーバーロードになると、「リソース節約モード」
（RCM）になり、CRITICALシステムアラートが送信されます。このモードは、デバイスを
保護し、未処理分のメッセージを処理できるように設計されています。お使いのアプライア

ンスは、頻繁に RCMになるのではなく、メール量が非常に多い場合または異常に増加した
場合にのみRCMになる必要があります。頻繁なRCMアラートは、システムがオーバーロー
ドになりつつあることを示している可能性があります。[システム容量（SystemCapacity）]：
[システムの負荷（System Load）], （863ページ）を参照してください。

[システム容量（System Capacity）]：[ワークキュー（Workqueue）]
[ワークキュー（Workqueue）]ページには、ワークキュー内でメッセージが費やした平均時間（ス
パム隔離またはポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離で費やした時間は除く）が表示

されます。1時間から 1月までの時間範囲を表示できます。平均は、メール配信を遅延させた短
期間のイベントおよびシステム上の負荷の長期トレンドの両方を識別するのに役立ちます。

隔離からワークキューにメッセージが解放される場合、「ワークキュー内の平均時間」メト

リックではこの時間が無視されます。これにより、重複集計と検疫で費やされた延長時間によ

る統計の歪みを回避できます。

（注）

このレポートでは、指定期間の作業キュー内のメッセージの量および同期間の作業キュー内の最

大メッセージ数も示されます。ワークキューの最大メッセージのグラフ表示でも、ワークキュー

のしきい値レベルが示されます。

[ワークキュー（Workqueue）]グラフにおける不定期のスパイクは、正常であり、発生する可能性
があります。ワークキュー内のメッセージが長期間、設定済みしきい値よりも大きい場合は、

キャパシティの問題を示している可能性があります。このシナリオでは、しきい値レベルを調整

することを検討するか、またはシステム設定を確認します。
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ワークキューのしきい値レベルを変更する手順については、システム状態パラメータのしきい値

の設定, （1006ページ）を参照してください。

[Workqueue]ページを確認するときは、ワークキューバックアップの頻度を測定し、10,000
メッセージを超えるワークキューバックアップに注意することが推奨されます。

ヒント

[システム容量（System Capacity）]：[受信メール（Incoming Mail）]
[受信メール（Incoming Mail）]ページには、着信接続、着信メッセージの総数、平均メッセージ
サイズ、着信メッセージの総サイズが示されます。結果を、指定した時間範囲に制限できます。

ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。

[受信メール（Incoming Mail）]ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システ
ムキャパシティの計画を立てることができます。着信メールデータと送信者プロファイルデー

タを比較して、特定のドメインからネットワークに送信される電子メールの量のトレンドを表示

することも推奨されます。

着信接続数の増加は、必ずしもシステム負荷に影響を与えるわけではありません。（注）

[システム容量（System Capacity）]：[送信メール（Outgoing Mail）]
[送信メール（Outgoing Mail）]ページには、発信接続、発信メッセージの総数、平均メッセージ
サイズ、着信メッセージの総サイズが示されます。結果を、指定した時間範囲に制限できます。

ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。

[送信メール（Outgoing Mail）]ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システ
ムキャパシティの計画を立てることができます。発信メールデータと発信宛先データを比較し

て、特定のドメインまたは IPアドレスから送信される電子メールの量のトレンドを表示すること
も推奨されます。

[システム容量（System Capacity）]：[システムの負荷（System Load）]
システムの負荷レポートに、次が表示されます。

•全体のCPU使用率（Overall CPU Usage）

•メモリページスワップ（Memory Page Swapping）

•リソース節約アクティビティ

全体のCPU使用率（Overall CPU Usage）

電子メールセキュリティアプライアンスは、アイドル状態の CPUリソースを使用してメッセー
ジスループットを向上させるように最適化されています。CPU使用率が高くても、必ずしもシス
テムキャパシティの問題を示すわけではありません。CPU使用率が高く、かつ高ボリュームのメ
モリページスワッピングが発生する場合、キャパシティの問題の可能性があります。
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このグラフには、CPU使用率のしきい値レベルも表示されます。しきい値レベルを変更する場
合は、Webインターフェイスで [システム管理（System Administration）] > [システムの状態
（System Health）]ページを使用するか、CLIで healthconfigコマンドを使用します。システム
状態パラメータのしきい値の設定, （1006ページ）を参照してください。

（注）

このページでは、メール処理、スパムおよびウイルスエンジン、レポート、および隔離などさま

ざまな機能によって使用される CPUの量を表示するグラフも示されます。機能別 CPUのグラフ
は、システム上で最も多くのリソース使用する製品の領域を示す良い指標です。アプライアンス

の最適化が必要な場合、このグラフは、調整やディセーブル化の必要な機能を判断するのに役立

ちます。

メモリページスワップ（Memory Page Swapping）

メモリページスワッピングのグラフは、システムによるディスクへのページングが必要な頻度を

示します。このグラフには、メモリページスワッピングのしきい値レベルも表示されます。しき

い値レベルを変更する場合は、Webインターフェイスで [システム管理（System Administration）]
> [システムの状態（System Health）]ページを使用するか、CLIで healthconfigコマンドを使用し
ます。システム状態パラメータのしきい値の設定, （1006ページ）を参照してください。

リソース節約アクティビティ

リソース節約アクティビティグラフは、アプライアンスがリソース節約モード（RCM）になった
回数を示します。たとえば、グラフに n回と示されている場合は、アプライアンスが n回 RCM
になり、少なくとも n-1回終了していることを意味します。

お使いのアプライアンスは、頻繁に RCMになるのではなく、メール量が非常に多い場合または
異常に増加した場合にのみ RCMになる必要があります。リソース節約アクティビティグラフに
アプライアンスが頻繁にRCMになっていることが示されている場合は、システムが過負荷になっ
ていることを示している可能性があります。

メモリページスワッピングに関する注意事項

システムは、定期的にメモリをスワップするように設計されているので、一部のメモリスワッピ

ングは起こり得るものであり、アプライアンスの問題を示すものではありません。システムが常

に高ボリュームのメモリスワッピングを行っている場合を除き、メモリスワッピングは予想され

る正常な動作です（特に C170および C190アプライアンスの場合）。パフォーマンスを向上させ
るには、ネットワークにアプライアンスを追加するか、設定を調整して、最大のスループットを

確保することが必要な場合もあります。

[システム容量（System Capacity）]：[すべて（All）]
[すべて（All）]ページでは、これまでのすべてのシステムキャパシティレポートを単一のページ
に統合し、さまざまなレポート同士の関係を表示することができます。たとえば、過剰なメモリ

スワッピングの発生と同時期にメッセージキューが高いことを確認できます。これは、キャパシ

ティの問題の兆候である可能性があります。このページを PDFとして保存し、後で参照するため
に（またはサポートスタッフと共有するために）システムパフォーマンスのスナップショットを
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保存することが推奨されます。英語以外の言語での PDFの生成については、レポートに関する注
意事項, （871ページ）を参照してください。

[システムステータス（System Status）] ページ
[システムステータス（System Status）]ページには、システムのすべてのリアルタイムメールお
よびDNSアクティビティの詳細が表示されます。表示される情報は、CLIで status detailコマンド
および dnsstatusコマンドを使用して入手できる情報と同じです。status detailコマンドの詳細につ
いては、「詳細な電子メールステータスのモニタリング」を参照してください。dnsstatusコマン
ドの詳細については、CLIによる管理およびモニタリング,（1045ページ）の「DNSステータスの
確認」を参照してください。

[システムステータス（SystemStatus）]ページは、[システムステータス（SystemStatus）]、[ゲー
ジ（Gauges）]、[レート（Rates）]、および [カウンタ（Counters）]の 4つのセクションで構成さ
れます。

システムステータス（System Status）
[システムステータス（System Status）]セクションには、[メールシステムのステータス（Mail
System Status）]および [バージョン情報（Version Information）]が示されます。

メールシステムのステータス（Mail System Status）

[メールシステムのステータス（Mail System Status）]セクションには、次の情報が含まれます。

•システムステータス（システムステータスの詳細については、ステータス, （836ページ）
を参照してください）。

•ステータスが報告された最終時刻。

•アプライアンスのアップタイム。

•システム内の最も古いメッセージ（配信用にまだキューに入っていないメッセージも含む）。

バージョン情報（Version Information）

[バージョン情報（Version Information）]セクションには、次の情報が含まれます。

•アプライアンスのモデル名。

•インストールされている AsyncOSオペレーティングシステムのバージョンとビルド日。

• AsyncOSオペレーティングシステムのインストール日。

•接続先のシステムのシリアル番号。

この情報は、シスコカスタマーサポートに問い合わせる場合に役立ちます。（テクニカルサポー

トの使用, （1225ページ）を参照）。
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ゲージ

[ゲージ（Gauges）]には、次のようにキューおよびリソース使用率について示されます。

•メール処理キュー（Mail Processing Queue）

•キュー内のアクティブ受信者（Active Recipients in Queue）

•キュースペース（Queue Space）

• CPU使用率

メールゲートウェイアプライアンスは、AsyncOSプロセスが消費しているCPU率を参照します。
CASEは、アンチスパムスキャンエンジンおよびアウトブレイクフィルタプロセスなど複数の
アイテムを参照します。

•一般的なリソース使用率（General Resource Utilization）

•ログに使用されているディスク容量（Logging Disk Utilization）

レート（Rates）
[レート（Rates）]セクションには、次の受信者に関する処理率が示されます。

•メール処理レート（Mail Handling Rates）

•処理済みの割合（Completion Rates）

カウンタ

システム統計情報用の累積電子メールモニタリングカウンタをリセットし、カウンタの最終リ

セット日時を表示することができます。リセットは、システムカウンタおよびドメインごとのカ

ウンタに影響します。リセットは、再試行スケジュールに関連する配信キュー内のメッセージの

カウンタには影響しません。

管理者グループまたはオペレータグループに属するユーザアカウントのみが、カウンタをリ

セットできます。ゲストグループ内で作成したユーザアカウントでは、カウンタをリセット

できません。詳細については、ユーザアカウントを使用する作業, （939ページ）を参照して
ください。

（注）

カウンタをリセットするには、[カウンタをリセット（Reset Counters）]をクリックします。この
ボタンは、CLIの resetcountersコマンドと同様の機能を提供します。詳細については、電子メール
モニタリングカウンタのリセット, （1063ページ）を参照してください。

•メール処理イベント（Mail Handling Events）

•処理済みイベント（Completion Events）
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•ドメインキーイベント（Domain Key Events）

• DNSステータス（DNS Status）

[大容量のメール（High Volume Mail）] ページ

[大容量のメール（High VolumeMail）]ページには、Header Repeatsルールを使用するメッセー
ジフィルタのデータだけが表示されます。

（注）

[大容量のメール（High VolumeMail）]ページには、次のレポートが横棒グラフの形式で表示され
ます。

• [上位件名（Top Subjects）]。このグラフから、AsyncOSが受信したメッセージの上位件名を
確認できます。

• [上位エンベロープ送信者（Top Envelope Senders）]。このグラフから、AsyncOSが受信した
メッセージの上位エンベロープ送信者を確認できます。

• [一致数別上位メッセージフィルタ（TopMessage Filters by Number of Matches）]。このグラフ
から、一致数に基づく（Header Repeatsルールを使用する）上位メッセージフィルタを確認
できます。

[大容量のメール（High Volume Mail）]ページには、上位メッセージフィルタと、該当するメッ
セージフィルタに一致したメッセージの数を示す表も表示されます。数値をクリックすると、

メッセージトラッキングを使用してその数に含まれているすべてのメッセージのリストが表示さ

れます。

レポート対象の時間範囲（時間や週など）、またはカスタムの範囲を選択できます。グラフまた

は詳細リストのデータは、すべてのレポートと同様に [エクスポート（Export）]リンクを使用し
て CSV形式にエクスポートするか、[印刷用（PDF）（Printable (PDF)）]リンクを使用して PDF
形式にエクスポートできます。

[メッセージフィルタ（Message Filters）] ページ
[メッセージフィルタ（Message Filters）]ページには、一致数の上位メッセージフィルタ（最も多
くのメッセージに一致したメッセージフィルタ）に関する情報が 2種類の形式（棒グラフと表）
で表示されます。

棒グラフでは、送受信メッセージによって最も多くトリガーされるメッセージフィルタを確認で

きます。表には、上位メッセージフィルタと、該当するメッセージフィルタに一致したメッセー

ジの数が示されます。数値をクリックすると、メッセージトラッキングを使用してその数に含ま

れているすべてのメッセージのリストが表示されます。

レポート対象の時間範囲（時間や週など）、またはカスタムの範囲を選択できます。グラフまた

は詳細リストのデータは、すべてのレポートと同様に [エクスポート（Export）]リンクを使用し
て CSV形式にエクスポートするか、[印刷用（PDF）（Printable (PDF)）]リンクを使用して PDF
形式にエクスポートできます。
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CSV データの取得
電子メールセキュリティモニタで図やグラフの作成に使用されたデータは、CSV形式で取得でき
ます。CSVデータにアクセスする方法は、次の 2つです。

•電子メールによるCSVレポートの配信。電子メールで配信される、またはアーカイブされる
CSVレポートを生成できます。この配信方法は、電子メールセキュリティモニタページに
表示される各表に関する個別レポートを必要とする場合、または内部ネットワークにアクセ

スできないユーザに CSVデータを送信する場合に便利です。

Comma-Separated Value（CSV;カンマ区切り）レポートタイプは、スケジュール設定された
レポートの表形式データを含む ASCIIテキストファイルです。各 CSVファイルには、最大
100行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して
別個のCSVファイルが作成されます。単一のレポートの複数のCSVファイルは、単一の .zip
ファイルに圧縮されて、アーカイブファイルの保存オプションを提供するか、個別の電子

メールメッセージに添付されて電子メールで配信されます。

スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドレポートの詳細については、レポート

作成の概要, （870ページ）を参照してください。

• HTTPによる CSVファイルの取得。電子メールセキュリティモニタ機能で図やグラフの作
成に使用されたデータは、HTTPを使用して取得できます。この配信方法は、他のツールを
使用してデータの詳細分析を実行する予定の場合に役立ちます。たとえば、未加工データの

ダウンロード、処理、および他のシステムでの結果表示を行う自動スクリプトによって、

データの取得を自動化できます。

自動プロセスによる CSV データの取得
必要とする HTTPクエリーを最も容易に取得する方法は、必要な種類のデータを表示するように
電子メールセキュリティモニタページの1つを設定することです。次に、[エクスポート（Export）]
リンクをコピーできます。これがダウンロードURLです。このようにデータ取得を自動化した場
合、ダウンロード URL内のパラメータを固定し、変更しないことが重要です（下記を参照）。

ダウンロードURLはコード化されるので、（適切なHTTP認証を使用して）同じクエリーを実行
し、同様のデータセットを取得できる外部スクリプトにコピーできます。このスクリプトでは、

BasicHTTP認証またはクッキー認証を使用できます。自動プロセスでCSVデータを取得する場合
は、次の事項に注意する必要があります。

• URLの再利用時に関する時間範囲の選択（過去 1時間、1日、1週間など）。URLをコピー
して「過去 1日」の CSVデータセットを取得する場合、この URLを次に使用するときに
は、URLの再送信時から「過去 1日」を対象とする新しいデータセットを取得します。時
間範囲の選択は保持され、CSVクエリ文字列（たとえば date_range=current_day）に表示され
ます。

•データセットのフィルタリングおよび分類の優先順位。フィルタは保持され、クエリー文字
列に表示されます。レポートでは、フィルタはほとんど使用されません。1つの例としては、
発生レポートにおける「グローバル/ローカル」発生セレクタが挙げられます。
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• CVSダウンロードでは、選択した時間範囲について表内のデータのすべての行が返されま
す。

• CSVでは、タイムスタンプおよびキーで指示された表内のデータの行が返されます。スプ
レッドシートアプリケーションを使用するなどして、別個のステップで更にソートできま

す。

•最初の行には、レポートに示される表示名に一致するカラム見出しが含まれています。タイ
ムスタンプ（タイムスタンプ,（869ページ）を参照）およびキー（オプションキー（Keys）,
（869ページ）を参照）も表示されます。

URL のサンプル

http://example.com/monitor/content_filters?format=csv&sort_col_ss_0_0_0=
MAIL_CONTENT_FILTER_INCOMING.RECIPIENTS_MATCHED&section=ss_0_0_0
&date_range=current_day&sort_order_ss_0_0_0=desc&report_def_id=mga_content_filters

Basic HTTP 認証クレデンシャルの追加

URLに Basic HTTP認証クレデンシャルを指定する例を次に示します。

http://example.com/monitor/

次のようになります。

http://username:password@example.com/monitor/

ファイル形式（File Format）

ダウンロードされるファイルは CSV形式であり、ファイル拡張子は .csvです。ファイル見出し
は、デフォルトのファイル名であり、レポートの名前に始まり、レポートのセクションが続きま

す。

タイムスタンプ

データのストリーミングを行うエクスポートには、各行の時間「間隔」について開始タイムスタ

ンプおよび終了タイムスタンプが示されます。2種類の開始タイムスタンプおよび終了タイムス
タンプ（数値形式および人間が読み取れる文字列形式）が提供されます。タイムスタンプはGMT
時間です。これにより、アプライアンスが複数の時間帯にある場合、ログの集約が容易になりま

す。

あまりないことですが、データが他のソースのデータとマージされる場合には、エクスポート

ファイルにタイムスタンプは含まれません。たとえば、発生の詳細のエクスポートでは、レポー

トのデータと Threat Operations Center（TOC）データがマージされ、タイムスタンプが不適切にな
ります。これは、間隔が存在しないためです。

オプションキー（ Keys）

レポートにキーが表示されない場合であっても、エクスポートには、レポートテーブルキーが含

まれます。キーが表示される場合、レポートに表示される表示名がカラム見出しとして使用され

ます。それ以外の場合は、「key0」、「key1」などのカラム見出しが表示されます。
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ストリーミング

大部分のエクスポートでは、データをクライアントにストリーミングで戻します。これは、デー

タ量が非常に大きい可能性があるからです。しかし、一部のエクスポートでは、ストリーミング

データではなく結果セット全体を返します。通常、レポートデータが非レポートデータ（発生の

詳細など）と集約される場合が該当します。

レポート作成の概要
AsyncOSにおけるレポーティングには、次の 3つの基本動作が含まれます。

•日単位、週単位、または月単位で実行されるスケジュール設定されたレポートを作成できま
す。

•ただちにレポートを生成できます（「オンデマンド」レポート）。

•以前実行したレポートのアーカイブ版を表示できます（スケジュール設定されたレポートお
よびオンデマンドレポートの両方）。

スケジュール設定されたレポートおよびオンデマンドレポートは、[モニタ（Monitor）]> [定期レ
ポート（Scheduled Reports）]ページから設定できます。アーカイブ済みレポートは、[モニタ
（Monitor）] > [アーカイブレポート（Archived Reports）]ページから表示できます。

アプライアンスは、生成した最新のレポートを保持します（すべてのレポートに対して、最大で

合計1000バージョン）。必要に応じた数（ゼロも含む）のレポート受信者を定義できます。電子
メール受信者を指定しない場合でも、レポートはアーカイブされます。レポートを多数のアドレ

スに送信する必要がある場合、個別に受信者を設定するよりも、メーリングリストを作成する方

が容易です。

デフォルトでは、スケジュール設定された各レポートのうち、直近の12のレポートがアーカイブ
されます。レポートは、アプライアンスの /saved_reportsディレクトリに保管されます（詳細につ
いては、FTP、SSH、および SCPアクセス, （1257ページ）を参照してください）。

スケジュール設定されたレポートの種類

次のレポートの種類から選択できます。

•コンテンツフィルタ

•成功もしくは失敗（Delivery Status）

• DLPインシデントサマリー

•要約

•着信メールサマリー

•内部ユーザサマリー

•発信先
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•発信メールサマリー

•発信送信者：ドメイン

•送信者グループ

•システム容量（System Capacity）

• TLS接続

•アウトブレイクフィルタ

•ウイルスの種類

各レポートは、対応する電子メールセキュリティモニタページのサマリーで構成されます。し

たがって、たとえばコンテンツフィルタレポートでは、[モニタ（Monitor）] > [コンテンツフィ
ルタ（Content Filters）]ページに表示される情報のサマリーが示されます。要約レポートは、[モ
ニタ（Monitor）] > [概要（Overview）]ページに基づいています。

レポートに関する注意事項

PDF形式のコンテンツフィルタレポートは、最大 40のコンテンツフィルタに制限されます。完
全なリストは、CSV形式のレポートで入手できます。

Windowsコンピュータ上で中国語、日本語、または韓国語のPDFを生成するには、Adobe.com
から該当するフォントパックをダウンロードしてローカルコンピュータにインストールする

ことも必要です。

（注）

レポート用返信アドレスの設定

レポートに返信アドレスを設定するには、アプライアンスに生成されるメッセージの返信アドレ

スの設定, （1005ページ）を参照してください。CLIから、addressconfigコマンドを使用します。

レポートの管理
アーカイブ済みのスケジュール設定されたレポートは、作成、編集、削除、および表示を行うこ

とができます。ただちにレポートを実行することもできます（オンデマンドレポート）。コンテ

ンツフィルタ、DLPインシデントサマリー、要約、着信メールサマリー、内部ユーザサマリー、
発信メールサマリー、送信者グループ、およびアウトブレイクフィルタの各レポートを使用でき

ます。これらのレポートの管理および表示については、後述します。

クラスタモードでは、レポートを表示できません。マシンモードの場合、レポートを表示で

きます。

（注）

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
871

電子メールセキュリティモニタの使用方法

レポート用返信アドレスの設定



[モニタ（Monitor）] > [定期レポート（Scheduled Reports）]ページには、アプライアンスで生成済
みのスケジュール設定されたレポートのリストが示されます。

スケジュール設定されたレポート（Scheduled Reports）
スケジュール設定されたレポートは、日単位、週単位、または月単位で実行するようにスケジュー

ル設定できます。レポートを実行する時間を選択できます。レポートを実行する時間には関係な

く、指定した期間（たとえば、過去 3日または前の 1か月）のデータのみが含まれます。午前 1
時に実行するようにスケジュール設定されている日単位のレポートには、前の日（午前 0時～午
前 0時）のデータが含まれることに注意してください。

お使いのアプライアンスは、デフォルトのレポートセットがスケジュール設定された状態で出荷

されています。このレポートセットのいずれかを使用したり、変更や削除を行ったりすることが

できます。

自動的に生成するレポートのスケジュール

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [定期レポート（ScheduledReports）]ページで、[定期レポートを追加（AddScheduled
Report）]をクリックします。

ステップ 2 レポートの種類を選択します。選択したレポートの種類に応じて、異なるオプションを使用できます。

使用可能なスケジュール設定されたレポートの種類の詳細については、スケジュール設定されたレポート

の種類, （870ページ）を参照してください。

ステップ 3 レポートのわかりやすいタイトルを入力します。AsyncOSでは、レポート名が一意かどうかは確認されま
せん。混乱を避けるために、同じ名前で複数のレポートを作成しないでください。

ステップ 4 レポートデータの時間範囲を選択します（アウトブレイクフィルタレポートでは、このオプションを使

用できません）。

ステップ 5 レポートの形式を選択します。

• PDF。配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途でPDF形式のドキュメントを作成します。[PDF
レポートをプレビュー（Preview PDF Report）]をクリックすると、ただちに PDFファイルでレポー
トを表示できます。

英語以外の言語での PDFの生成については、レポートに関する注意事項, （871ページ）を参照して
ください。

• CSV。カンマ区切りの表データを含む ASCIIテキストファイルを作成します。各 CSVファイルに
は、最大100行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して
別個の CSVファイルが作成されます。

ステップ 6 使用可能な場合は、レポートオプションを指定します。レポートによっては、レポートオプションはあ

りません。

ステップ 7 スケジュールおよび配信オプションを指定します。電子メールアドレスを指定しない場合、レポートは

アーカイブされますが、いずれの受信者にも送信されません。
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外部アカウント（Yahooまたは Gmailなど）にレポートを送信する場合、外部アカウントのホ
ワイトリストにレポーティング返信アドレスを追加して、レポートの電子メールが誤ってスパ

ムに分類されないようにすることが推奨されます。

（注）

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。変更を保存します。

スケジュール設定されたレポートの編集

ステップ 1 [サービス（Services）] > [集約管理レポート（Centralized Reporting）]ページでリストのレポートタイトル
をクリックします。

ステップ 2 変更を行います。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

スケジュール設定されたレポートの削除

ステップ 1 [サービス（Services）] > [集約管理レポート（Centralized Reporting）]ページで、削除するレポートに対応
するチェックボックスをオンにします。

スケジュール設定されたレポートをすべて削除するには、[すべて（All）]チェックボックスを
オンにします。

（注）

ステップ 2 [削除（Delete）]をクリックします。
ステップ 3 削除を確認し、変更内容を確定させます。

削除されたレポートのアーカイブ版は、自動的に削除されるわけではありません。

アーカイブレポート

[モニタ（Monitor）] > [アーカイブレポート（Archived Reports）]ページでは、使用可能なアーカ
イブ済みのレポートのリストが表示されます。[レポートのタイトル（Report Title）]カラムの名
前をクリックすると、レポートを表示できます。[今すぐレポートを生成（GenerateReportNow）]
をクリックすると、ただちにレポートを生成できます。

リストに表示されるレポートの種類をフィルタリングするには、[表示（Show）]メニューを使用
します。リストをソートするには、カラム見出しをクリックします。

アーカイブ済みのレポートは、自動的に削除されます。スケジュール設定された各レポートの最

大 30インスタンス（最大 1000レポート）が保存され、新たなレポートが追加されると、古いレ
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ポートが削除されてレポートの数は1000に維持されます。30インスタンスという制限は、レポー
トの種類に対してではなく、個別のスケジュール設定された各レポートに対して適用されます。

オンデマンドレポートの生成

レポートは、スケジュールを設定しなくても生成できます。これらのオンデマンドレポートも指

定したタイムフレームに基づいていますが、ただちに生成できます。

ステップ 1 [アーカイブレポート（Archived Reports）]ページで [今すぐレポートを生成（Generate Report Now）]をク
リックします。

ステップ 2 レポートの種類を選択し、必要に応じてタイトルを編集します。AsyncOSでは、レポート名が一意かどう
かは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前で複数のレポートを作成しないでください。

使用可能なスケジュール設定されたレポートの種類の詳細については、スケジュール設定されたレポート

の種類, （870ページ）を参照してください。

ステップ 3 レポートデータの時間範囲を選択します（ウイルス発生レポートでは、このオプションを使用できませ

ん）。

カスタムの範囲を作成した場合は、その範囲がリンクとして表示されます。範囲を変更するには、そのリ

ンクをクリックします。

ステップ 4 レポートの形式を選択します。

• PDF。配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途でPDF形式のドキュメントを作成します。[PDF
レポートをプレビュー（Preview PDF Report）]をクリックすると、ただちに PDFファイルでレポー
トを表示できます。

英語以外の言語での PDFの生成については、レポートに関する注意事項, （871ページ）を参照して
ください。

• CSV。カンマ区切りの表データを含む ASCIIテキストファイルを作成します。各 CSVファイルに
は、最大100行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して
別個の CSVファイルが作成されます。任意のレポートオプションを指定します。

ステップ 5 レポートをアーカイブするかどうかを選択します（アーカイブする場合には、レポートが [アーカイブレ
ポート（Archived Reports）]ページに表示されます）。

ステップ 6 レポートを電子メールで送信するかどうか、レポートの送信先の電子メールアドレスを指定します。

ステップ 7 [このレポートを配信（Deliver this Report）]をクリックしてレポートを生成し、受信者に配信するか、こ
のレポートをアーカイブします。

ステップ 8 変更を保存します。
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電子メールレポートのトラブルシューティング

メッセージトラッキングへのリンクが予期しない結果になる

問題

メッセージトラッキングで詳細情報を表示するためにドリルダウンすると、予期しない結果が表

示されます。

ソリューション

これはレポーティングおよびメッセージトラッキングが同時にイネーブルにされていない、正常

に動作していない、そして（セキュリティ管理アプライアンス上に集中的に保存するのではなく）

データをローカルに保存している場合に発生する可能性があります。各機能のデータ（レポート

およびメッセージトラッキング）は、他の機能（レポートまたはメッセージトラッキング）がイ

ネーブルおよび動作しているかどうかに関係なく、機能がイネーブルにされてアプライアンス上

で動作している間のみ保存されます。そのため、レポートにはメッセージトラッキングで使用で

きないデータが含まれることがあり、その反対も起こり得ます。

クラウド内のファイル分析の詳細が完全でない

問題

パブリッククラウド内の完全なファイル分析結果は、組織のその他の Eメールセキュリティア
プライアンスからアップロードされたファイルでは取得できません。

ソリューション

ファイルの分析結果データを共有するすべてのアプライアンスをグループ化してください。（パ

ブリッククラウドファイル分析サービスのみ）アプライアンスグループの設定, （475ページ）
を参照してください。この設定は、グループ内のアプライアンスごとに実行する必要があります。
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第 31 章

メッセージトラッキング

この章は、次の項で構成されています。

• メッセージトラッキングの概要, 877 ページ

• メッセージトラッキングの有効化, 878 ページ

• メッセージの検索, 879 ページ

• メッセージトラッキングの検索結果の使用, 881 ページ

• メッセージトラッキングデータの有効性の検査, 886 ページ

• メッセージトラッキングのトラブルシューティング, 887 ページ

メッセージトラッキングの概要
メッセージトラッキングにより、メッセージフローの詳細なビューを表示することでヘルプデ

スクコールを解決に役立ちます。たとえば、メッセージが想定どおりに配信されない場合、ウイ

ルス感染が検出されたか、スパム隔離に入れられたか、あるいはメールストリーム以外の場所に

あるのかを判断できます。

ユーザが指定した基準に一致する特定の電子メールメッセージまたはメッセージのグループを検

索できます。

メッセージの内容を読み取るためにメッセージトラッキングは使用できません。（注）
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メッセージトラッキングの有効化

メッセージトラッキングのデータは、この機能をイネーブルにした後で処理されたメッセー

ジに対してのみ保持されます。

（注）

はじめる前に

•メッセージトラッキングで添付ファイル名を検索して表示したり、ログファイル内の添付
ファイル名を表示したりするには、メッセージフィルタやコンテンツフィルタなどの本文

スキャンプロセスを少なくとも 1つ設定してイネーブルにする必要があります。

•件名での検索をサポートするには、ログファイルで件名ヘッダーを記録するように設定する
必要があります。詳細については、ログ, （1105ページ）を参照してください。

•中央集中型トラッキングを設定する場合：該当する Eメールセキュリティアプライアンス
の中央集中型メッセージトラッキングをサポートするように、セキュリティ管理アプライア

ンスを設定します。『Cisco Content Security Management Appliance User Guide』を参照してく
ださい。

ステップ 1 [サービス（Services）] > [集中管理サービス（Centralized Services）] > [メッセージトラッキング（Message
Tracking）]をクリックします。
このサービスを一元管理する予定ではない場合でも、このパスを使用します。

ステップ 2 [メッセージトラッキングサービスを有効にする（Enable Message Tracking Service）]を選択します。
ステップ 3 システム設定ウィザードを実行してから初めてメッセージトラッキングをイネーブルにする場合は、エン

ドユーザライセンス契約書を確認し、[承認（Accept）]をクリックします。
ステップ 4 メッセージトラッキングサービスを選択します。

説明オプション

このアプライアンスでメッセージトラッキングを

使用します。

ローカルトラッキング（Local Tracking）

これを含め複数の Eメールセキュリティアプライ
アンスのメッセージをトレースするためにセキュリ

ティ管理アプライアンスを使用します。

中央集中型トラッキング（Centralized Tracking）

ステップ 5 （任意）拒否された接続に関する情報を保存するチェックボックスをオンにします。

最適なパフォーマンスを得るために、この設定を無効にしたままにします。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。
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次の作業

ローカルトラッキングを選択した場合、次を実行します。

•誰が DLP違反に関連したコンテンツにアクセスできるかを選択します。メッセージトラッ
キングでの機密情報へのアクセスの制御, （945ページ）を参照してください。

•（任意）メッセージを保存するためのディスク領域の割り当てを調整します。ディスク領域
の管理, （983ページ）を参照してください。

メッセージの検索

ステップ 1 [メール（Email）] > [メッセージトラッキング（Message Tracking）] > [メッセージトラッキング（Message
Tracking）]を選択します。

ステップ 2 検索条件を入力します。

•すべてのオプションを表示するには、[詳細（Advanced）]リンクをクリックします。

•トラッキングでは、ワイルドカード文字や正規表現はサポートされません。

•トラッキング検索では大文字と小文字は区別されません。

•特に指定のない限り、クエリーは「AND」検索です。クエリーは、検索フィールドに指定されたす
べての条件に一致するメッセージを返します。たとえば、エンベロープ受信者と件名行のパラメータ

にテキストストリングを指定すると、クエリーは、指定されたエンベロープ受信者と件名行の両方

に一致するメッセージだけを返します。

•検索条件は、次のとおりです。

説明オプション

[次で始まる（Begins With）]、[次に合致する（Is）]または [次を含
む（Contains）]を選択し、そしてメッセージ送信者を検索するため
の電子メールアドレス、ユーザ名、ドメインを入力します。

文字を入力できます。入力した内容は実行されません。

エンベロープ送信者

[次で始まる（Begins With）]、[次に合致する（Is）]または [次を含
む（Contains）]を選択し、そしてメッセージ受信者を検索するため
の電子メールアドレス、ユーザ名、ドメインを入力します。

文字を入力できます。入力した内容は実行されません。

エンベロープ受信者
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説明オプション

[次で始まる（Begins With）]、[次に合致する（Is）]または [次を含
む（Contains）]を選択し、そしてメッセージの件名行で検索するテ
キスト文字列を入力します。

警告：規制によりそのようなトラッキングが禁止されている環境で

は、このタイプの検索を使用しないでください。

Subject

日時の範囲を指定します。

日付を指定しなければ、クエリーは、すべての日付に対するデータ

を返します。時間範囲だけを指定すると、クエリは、すべての利用

可能な日付にわたってその時間範囲内のデータを返します。

メッセージが Eメールセキュリティアプライアンスによって受信
された現地日時を使用します。

受信したメッセージ数（Message
Received）

詳細オプション

リモートホストの IPアドレス、ドメイン、またはネットワーク所
有者を指定します。

拒否された接続のみまたはすべてのメッセージを検索の範囲で検索

できます。

送信者IPアドレス/ドメイン/ネット
ワーク所有者（Sender IP Address/
Domain / Network Owner）

[次で始まる（Begins With）]、[次に合致する（Is）]または [次を含
む（Contains）]を選択し、検索する添付ファイル名のASCIIまたは
Unicodeテキスト文字列を入力します。入力したテキストの先頭お
よび末尾のスペースは除去されません。

添付ファイル名でメッセージを検索できるのは、以下の操作を実行

している場合だけです。

•メッセージフィルタを使用した本文スキャン

•コンテンツフィルタを使用した本文スキャン

•高度なマルウェア防御（AMP）スキャン

SHA-256ハッシュに基づいたファイルの識別方法については、
SHA-256ハッシュによるファイルの識別,（486ページ）を参照して
ください。

添付ファイル（Attachment）
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説明オプション

1つ以上のメッセージ処理イベントを選択します。たとえば、配信
メッセージ、隔離メッセージ、ハードバウンスメッセージを検索で

きます。

メッセージイベントは「OR」演算子を使用して追加されます。複
数のイベントを選択して、指定した条件の任意のものと一致するメッ

セージを検索します。

メッセージイベント（Message
Event）

SMTPメッセージ IDヘッダーのテキスト文字列を入力します。

この RFC 822メッセージヘッダーは、各電子メールメッセージを
識別します。これは最初にメッセージが作成されるときに挿入され

ます。

メッセージ IDヘッダー（Message
ID Header）

検索するメッセージ番号を入力します。IronPort MIDは、Eメール
セキュリティアプライアンス上の各電子メールメッセージを一意に

識別します。

Cisco IronPort MID

特定の Eメールセキュリティアプライアンスを選択してそのアプ
ライアンスで処理されたメッセージだけに検索対象を限定するか、

またはすべてのアプライアンスを選択します。

Cisco IronPortホスト（Cisco IronPort
Host）

ステップ 3 [検索（Search）]をクリックして、クエリーを送信します。
クエリー結果がページの下部に表示されます。

メッセージトラッキングの検索結果の使用
次の点に留意してください。

• Eメールセキュリティアプライアンスのログに記録され、セキュリティ管理アプライアンス
が取得済みのメッセージのみが検索結果に表示されます。ログのサイズとポーリングの頻度

によっては、電子メールメッセージが送信された時間と、それがトラッキングとレポーティ

ングの結果に実際に表示される時間との間にわずかな差が生じることがあります。

•高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーションスキャンおよびファイル分析）を使用
する検索については、メッセージトラッキング機能と高度なマルウェア防御機能について,
（488ページ）を参照してください。

検索結果を使用する場合に実行できる操作：
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•検索条件に戻って、クエリー設定の [詳細（Advanced）]をクリックし、[クエリ設定（Query
Settings）]までスクロールし、結果の最大数を 1000に設定すると、250件以上の検索結果を
表示できます。

•検索結果セクションの右上でオプションを選択すると、各ページに表示される結果を増やす
ことができます。

•検索結果セクションの右上から、複数のページの検索結果内を移動できます。

•条件として追加する検索結果の値の上でカーソルを移動すると、検索結果を限定できます。
オレンジ色で強調表示されている場合は、その値をクリックすると、その条件で検索を絞り

込むことができます。これで、検索条件が追加されます。たとえば、特定の受信者に送信さ

れたメッセージを検索した場合は、検索結果で送信者の名前をクリックすると、最初に指定

した時間範囲内の（および、その他の条件を満たす）、その送信者からその受信者へのすべ

てのメッセージを見つけることができます。

•検索条件に 1000件以上のメッセージが一致する場合、（検索結果セクションの右上にある
リンク）[すべてエクスポート（ExportAll）]をクリックし、最大50,000件の検索結果をカン
マ区切り形式ファイルとしてエクスポートし、他のアプリケーションでデータを使用できま

す。

•メッセージの行の [詳細の表示（Show Details）]をクリックすると、メッセージの詳細情報
を表示できます。メッセージの詳細を表示した新しいブラウザウィンドウが開きます。

•隔離されたメッセージの場合、メッセージが隔離された理由などの詳細情報を表示するには
メッセージトラッキングの検索結果のリンクをクリックします。

レポートページのリンクをクリックして、メッセージトラッキングのメッセージ詳細を表示

したが、その結果が予期したものでない場合があります。これは、確認している期間中に、レ

ポーティングとトラッキングを同時に継続してイネーブルにしていない場合に発生する可能性

があります。

（注）

メッセージトラッキングの詳細

説明項目

[エンベロープとヘッダーのサマ
リー（Envelope and Header
Summary）]セクション

Eメールセキュリティアプライアンスがメッセージを受信し
た時間。

日時は、Eメールセキュリティアプライアンスで設定される
現地時間を使用して表示されます。

受信時間（Received Time）

一義的な IronPortメッセージ ID。MID
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説明項目

メッセージサイズ。メッセージサイズ（Message
Size）

メッセージの件名リスト。

トラッキング結果の件名行は、メッセージの件名がないか、

ログファイルで件名ヘッダーを記録するよう設定されていな

い場合、[（件名なし）（(No Subject)）]という値になる場合
があります。詳細については、ログ,（1105ページ）を参照し
てください。

Subject

SMTPエンベロープ内の送信者のアドレス。エンベロープ送信者（Envelope
Sender）

導入でエイリアス拡張のためのエイリアステーブルを使用す

る場合、検索では元のエンベロープアドレスではなく拡張さ

れた受信者アドレスを見つけます。エイリアステーブルの詳

細については、「ルーティングおよび配信機能の設定」の章

にある「エイリアステーブルの作成」を参照してください。

それ以外のあらゆる場合においては、メッセージトラッキン

グクエリーによって本来のエンベロープ受信者アドレスが検

索されます。

エンベロープ受信者（Envelope
Recipients）

RFC 822のメッセージヘッダー。メッセージ IDヘッダー
（Message ID Header）

送信者がSMTP認証を使用してメッセージを送信した場合は、
SMTPで認証された送信者のユーザ名。それ以外の場合、この
値は「なし（N/A）」となります。

SMTP認証ユーザ ID（SMTPAuth
User ID）
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説明項目

メッセージに添付されたファイルの名前。

名前に対してクエリーが実行された少なくとも1つの添付ファ
イルを含むメッセージが検索結果に表示されます。

トラッキングできない添付ファイルもあります。パフォーマ

ンス上の理由から、添付ファイル名のスキャンは他のスキャ

ン動作の一環としてのみ実行されます。たとえば、メッセー

ジまたはコンテンツフィルタリング、DLP、免責事項スタン
プなどです。添付ファイル名は、添付ファイルがまだ添付さ

れている間に本文スキャンを通過するメッセージに対しての

み使用できます。添付ファイルの名前が検索結果に表示され

ない状況を含みます（ただし限定はされません）。

•システムがコンテンツフィルタのみを使用しているとき
に、メッセージがドロップされるか、またはその添付ファ

イルがアンチスパムまたはアンチウイルスフィルタに

よって削除された場合

•本文スキャンが実行される前に、メッセージ分裂ポリシー
によって一部のメッセージから添付ファイルが削除され

た場合

パフォーマンス上の理由から、添付ファイル内のファイルの

名前（たとえば、OLEオブジェクトや、.ZIPファイルなどの
アーカイブ）は検索されません。

添付ファイル

[ホストサマリーの送信（Sending
Host Summary）]セクション

逆引き DNS（PTR）ルックアップによって検証される送信ホ
ストの名前。

逆引き DNSホスト名（Reverse
DNS Hostname）

送信元ホストの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

SenderBaseレピュテーションスコア。範囲は、10（最も信頼
できる送信者）～ -10（明らかなスパム送信者）です。スコア
が「なし（None）」の場合、そのメッセージが処理された時
点で、このホストに関する情報が存在しなかったことを意味

します。

SBRSの詳細については、送信者レピュテーションフィルタ
リング, （99ページ）を参照してください。

SBRSスコア（SBRS Score）

[処理詳細（Processing Details）]
セクション
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説明項目

[サマリー（Summary）]タブでは、メッセージ処理中に記録さ
れるステータスイベントを表示します。

エントリには、メールポリシーの処理（アンチスパムスキャ

ンやアンチウイルススキャンなど）とメッセージ分割などの

他のイベントに関する情報、およびコンテンツまたはメッセー

ジフィルタによって追加されるカスタムログエントリが含ま

れます。

メッセージが配信された場合、配信の詳細がここに表示され

ます。

記録された最新のイベントは、処理の詳細内で強調表示され

ます。

要約情報

（以下のタブのいずれかが表示

されている場合、この情報はタ

ブに表示されます。常にサマリー

情報を表示します）。

このタブは、DLPポリシーによって検出されたメッセージに
対してのみ表示されます。

このタブには、DLPポリシーの一致をトリガーした機密のコ
ンテンツに加え、一致に関する情報が含まれます。

この情報を表示するにはアプライアンスを設定する必要があ

ります。「メッセージトラッキングでの機密性の高い DLP
データの表示, （522ページ）」を参照してください。

このタブへのアクセスを制御するには、メッセージトラッキ

ングでの機密情報へのアクセスの制御, （945ページ）を参照
してください。

DLPに一致した内容（DLP
Matched Content）タブ
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説明項目

このタブは、URLレピュテーションコンテンツフィルタと
URLカテゴリコンテンツフィルタ、およびアウトブレイク
フィルタによって捕捉されたメッセージに対してのみ表示さ

れます。

このタブには、次の情報が表示されます。

• URLに関連付けられているレピュテーションスコアまた
はカテゴリ

• URLに対して実行されたアクション（書き換え、危険の
除去、またはリダイレクト）

•メッセージに複数のURLが含まれている場合、フィルタ
アクションの原因となった URL。

この情報を表示するにはアプライアンスを設定する必要があ

ります。「メッセージトラッキングのURL詳細の表示,（439
ページ）」を参照してください。

このタブへのアクセスを制御するには、メッセージトラッキ

ングでの機密情報へのアクセスの制御, （945ページ）を参照
してください。

[URLの詳細（URL Details）]タ
ブ

メッセージトラッキングデータの有効性の検査
メッセージトラッキングデータに含まれる日付範囲を確認すること、およびそのデータの欠落イ

ンターバルを識別することができます。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [メッセージトラッキング（Message Tracking）]を選択します。
ステップ 2 右上隅にある [検索（Search）]ボックスに表示される [時間範囲内のデータ:（Data in time range:）]を確認

します。

ステップ 3 [時間範囲内のデータ:（Data in time range:）]で示される値をクリックします。

メッセージトラッキングおよびアップグレードについて

新しいメッセージトラッキング機能は、アップグレードの前に処理されたメッセージには適用で

きない場合があります。これは、これらのメッセージについては、必須データが保持されていな

い場合があるためです。メッセージトラッキングデータおよびアップグレードに関連する制限に

ついては、ご使用のリリースのリリースノートを参照してください。
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メッセージトラッキングのトラブルシューティング

添付ファイルが検索結果に表示されない

問題

添付ファイル名が検出されず、検索結果に表示されません。

ソリューション

メッセージトラッキングの有効化, （878ページ）を参照してください。メッセージトラッキン
グの詳細, （882ページ）の添付ファイル名の検索の制約についても参照してください。

予想されるメッセージが検索結果に表示されない

問題

条件に一致するメッセージが検索結果に含まれていません。

ソリューション

•さまざまな検索の結果、特にメッセージイベントに関連する検索の結果は、アプリケーショ
ンの設定によって異なります。たとえばフィルタ処理していない URLカテゴリを検索する
と、メッセージにそのカテゴリの URLが含まれていても、結果には表示されません。意図
した動作を実現するように Eメールセキュリティアプライアンスが正しく設定されている
ことを確認します。メールポリシー、コンテンツフィルタおよびメッセージフィルタ、隔

離の設定などを確認してください。

•レポートのリンクをクリックしても予想される情報が表示されない場合は、電子メールレ
ポートのトラブルシューティング, （875ページ）を参照してください。
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第 32 章

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

この章は、次の項で構成されています。

• ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の概要, 889 ページ

• 集約隔離の概要, 890 ページ

• ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理, 893 ページ

• ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作, 901 ページ

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の概要
「ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離」には、ファイル分析の隔離を含むすべての

非スパム隔離が含まれます。

Eメールセキュリティアプライアンスは危険性のあるマルウェア、または組織で許可されていな
いコンテンツを送受信メッセージで検出した場合、すぐに削除せずに隔離エリアに送信します。

隔離エリアはこれらのコンテンツを Eメールセキュリティアプライアンスまたは Ciscoコンテン
ツセキュリティ管理アプライアンスで一定期間安全に保持し、ユーザがそれらを評価するまで、

またはメッセージの安全性を適切に評価できるアップデートまで待ちます。

組織での非スパム隔離の使用例：

•ポリシーの実施。人事担当部門または法務部門が、それらに不快な情報や秘密情報などの許
可されない情報が含まれていないか確認します。

•ウイルス隔離。ユーザへのウイルスの拡散を防ぐためのアンチウイルススキャンエンジン
によって、暗号化メッセージや感染メッセージまたはスキャン不可能とマークされたメッ

セージを保管します。

•アウトブレイクの防止。アウトブレイクフィルタによってウイルスのアウトブレイクの一部
または小規模なマルウェア攻撃としてフラグ付けされたメッセージを、アンチウイルスまた

はアンチスパムアップデートがリリースされるまで保管します。
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•ファイル分析の隔離。判定に到達するまで、分析用に送信されたマルウェアを含む可能性が
ある添付ファイルを含むメッセージを保存します。

集約隔離の概要
Eメールセキュリティアプライアンス上で特定のフィルタ、ポリシー、およびスキャン操作によ
り処理されたメッセージは、次の作業に備えて一時的に隔離しておくことができます。Ciscoコン
テンツセキュリティ管理アプライアンス上の複数の Eメールセキュリティアプライアンスから
隔離を集約管理できます。

この集約隔離には次のような利点があります。

•複数の Eメールセキュリティアプライアンスで隔離されたメッセージを 1か所で管理でき
ます。

•セキュリティリスクを減らすため、隔離されたメッセージはDMZ内ではなくファイアウォー
ルの内側に保管されます。

•集約隔離は、セキュリティ管理アプライアンスの標準バックアップ機能の一部としてバック
アップされることができます。

ウイルス対策スキャン、アウトブレイクフィルタ、および高度なマルウェア防御（ファイル分

析）には、それぞれ専用の隔離場所があります。メッセージフィルタリング、コンテンツフィル

タリング、およびデータ漏洩防止ポリシーで検出されたメッセージを保持するための「ポリシー

隔離」を作成します。

隔離の詳細については、お使いのEメールセキュリティアプライアンスのドキュメントを参照し
てください。
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隔離の種類

追加情報説明デフォルトで作成

される

隔離名隔離タイプ

•ポリシー、
ウイルス、

およびアウ

トブレイク

隔離の管理,
（893ペー
ジ）

•ポリシー、
ウイルス、

またはアウ

トブレイク

隔離のメッ

セージの操

作, （901
ページ）

判定が返されるま

で、ファイル分析

のために送信され

たメッセージを保

持します。

○ファイル分析

（File Analysis）
高度なマルウェア

対策（Advanced
Malware
Protection）

アンチウイルスエ

ンジンによる判定

に従って、マル

ウェアを送信する

可能性のあるメッ

セージを保持しま

す。

○ウイルス（Virus）ウイルス

アウトブレイク

フィルタでスパム

またはマルウェア

の可能性があると

検出されたメッ

セージを保持しま

す。

○アウトブレイク

（Outbreak）
アウトブレイク

（Outbreak）

メッセージフィル

タ、コンテンツ

フィルタ、および

DLPメッセージ
アクションによっ

て検出されたメッ

セージを保留しま

す。

デフォルトのポリ

シー隔離が用意さ

れています。

○ポリシーポリシー

○Unclassified
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追加情報説明デフォルトで作成

される

隔離名隔離タイプ

メッセージフィル

タ、コンテンツ

フィルタ、または

DLPメッセージ
アクションで指定

した隔離が削除さ

れた場合にのみ、

メッセージを保持

します。

この隔離をフィル

タやメッセージア

クションに割り当

てることはできま

せん。

メッセージフィル

タ、コンテンツ

フィルタおよび

DLPメッセージ
アクションで使用

するために作成す

る「ポリシー隔

離」。

なし（自分で作成する

「ポリシー隔

離」）

スパム隔離,（911
ページ）

スパムおよびその

疑いのあるメッ

セージを保持し

て、メッセージの

受信者や管理者が

確認できるように

します。

スパム隔離は、ポ

リシー、ウイル

ス、およびアウト

ブレイクの隔離グ

ループに含まれて

おらず、これらの

隔離とは別に管理

します。

○スパム（Spam）Spam
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ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の

割り当て

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のディスク領域の詳細については、ディスク領

域の管理, （983ページ）を参照してください。

隔離を集約しても、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離は、Eメールセキュリティ
アプライアンスのディスク領域を消費します。

複数の隔離のメッセージは、1つの隔離のメッセージと同じ容量のディスク領域を消費します。

アウトブレイクフィルタと集約隔離の両方が有効な場合、以下のようになります。

•ローカルのポリシー隔離、ウイルス隔離、およびアウトブレイク隔離に割り当てられるべき
Eメールセキュリティアプライアンス上のすべてのディスク領域が、アウトブレイク隔離内
のメッセージのコピーを保持するために使用されます。これらのメッセージは、アウトブレ

イクルールが更新されるたびにスキャンされます。

•特定の管理対象 Eメールセキュリティアプライアンスから隔離された、アウトブレイク隔
離内のメッセージに使用できるセキュリティ管理アプライアンスのディスク領域は、

隔離内のメッセージの保持期間

メッセージは次のタイミングで隔離から自動的に削除されます。

•通常の期限切れ：隔離エリア内のメッセージが設定された保存期間を満了した場合です。
メッセージの保持期間は、隔離ごとに指定します。各メッセージには一定の保持期間があ

り、その期間のみ隔離のリストに表示されます。このトピックで説明する別の状況が発生し

ない限り、メッセージは指定された期間が経過するまで保持されます。

アウトブレイクフィルタ隔離でのメッセージの通常の保持期間は、アウトブ

レイク隔離ではなく各メールのアウトブレイクフィルタセクションで設定し

ます。

（注）

•早期の期限切れ：設定した保持期間が経過する前にメッセージが隔離から強制的に削除され
た場合です。これは次の場合に発生します。

◦ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て, （893
ページ）で定義した、すべての隔離に対するサイズ制限に達した場合。

サイズ制限に達すると、隔離に関係なく、古いメッセージからデフォルトアクションが

適用されます。すべての隔離のサイズが制限値未満に戻るまで、各メッセージに対して

デフォルトアクションが実行されます。このポリシーは、First In First Out（FIFO;先入
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れ先出し）です。複数の隔離内に保持されたメッセージの場合は、最新の保持期間に基

づいて期限切れになります。

（任意）ディスク容量が不足したときのリリースまたは削除の対象から、特定の隔離を

除外することができます。除外するようにすべての隔離を設定して、ディスク領域が満

杯になった場合、新しいメッセージの領域を確保するために隔離内にあるメッセージが

配信されます。

ディスク領域の容量が一定の値に達すると、アラートが送信されます。隔離用のディス

ク容量の使用率に関するアラート, （899ページ）を参照してください。

•メッセージを保持している隔離を削除した場合。

メッセージが隔離から自動的に削除されるときに、そのメッセージに対してデフォルトアクショ

ンが実行されます。隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション,（894ページ）
を参照してください。

これらのシナリオに加えて、スキャン操作の結果に基づいて、メッセージを隔離から自動的に

削除できます（アウトブレイクフィルタまたはファイル分析）。

（注）

保存期間への時間調整の影響

•サマータイムとアプライアンスのタイムゾーンの変更は保持期間に影響しません。

•隔離の保持期間を変更すると、その保持期間は新しいメッセージにのみ適用され、既存の
メッセージには適用されません。

•システムクロックを変更してメッセージの保持期間が過ぎた場合は、次の最も適切な時間に
期限切れになります。

•システムクロックの変更は期限切れの処理中のメッセージには適用されません。

隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション

隔離内のメッセージの保持期間,（893ページ）に記述されるいずれかの状況が発生した場合、ポ
リシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離内のメッセージに対してデフォルトアクションが

実行されます。

デフォルトアクションには、以下の 2つがあります。

•削除：メッセージを削除します。

•リリース：メッセージを隔離からリリースして配信します。

メッセージのリリース時に、脅威に対する再スキャンが実行される場合があります。詳細につい

ては、隔離されたメッセージの再スキャンについて, （908ページ）を参照してください。
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また、指定した保持期間よりも前にリリースされるメッセージには、X-Headerの追加などの操作
が行われる場合があります。詳細については、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離

の設定, （895ページ）を参照してください。

システム作成の隔離の設定を確認

隔離を使用する前に、デフォルトの隔離設定（未分類隔離など）をカスタマイズします。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定

はじめる前に

•既存の隔離を編集する場合は、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編
集について, （897ページ）を参照してください。

•保持期間やデフォルトアクションなど、隔離内のメッセージを自動的に管理する方法を確認
します。隔離内のメッセージの保持期間,（893ページ）および隔離メッセージに自動的に適
用されるデフォルトアクション, （894ページ）を参照してください。

•各隔離にアクセスできるユーザを決め、ユーザおよびカスタムユーザロールを作成します。
詳細は、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループ

の指定, （900ページ）を参照してください。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [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）]を選択します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• [ポリシー隔離の追加（Add Policy Quarantine）]をクリックします。

•編集する隔離をクリックします。

ステップ 3 情報を入力します。

次の点を考慮してください。

•ファイル分析隔離の保持期間をデフォルトの 1時間から変更することは推奨されません。

•隔離ディスクに空き領域がなくなった場合でも、指定した保持期間前にその隔離内のメッセージが処
理されなくなるように設定するには、[容量オーバーフロー時にメッセージにデフォルトのアクショ
ンを適用して容量を解放します（Free up space by applying default action onmessages upon space overflow）]
の選択を解除します。

このオプションはすべての隔離では選択しないでください。システムは、少なくとも1つの隔離エリ
アからメッセージを削除して、領域を確保する必要があります。

•デフォルトアクションとして [リリース（Release）]を選択すると、保持期間前にリリースされるメッ
セージに適用する追加のアクションを指定できます。
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情報オプション

追加するテキストを入力し、そのテキストを元の件名の前と後ろのどちら

に追加するかを選択します。

たとえば、受信者に不適切なコンテンツを含む可能性があるメッセージで

あることを警告するテキストを追加します。

非 ASCII文字を含む件名を正しく表示するために、件名は RFC
2047に従って表記されている必要があります。

（注）

[件名の変更（Modify
Subject）]

X-Headerには、メッセージで実行されたアクションを記録できます。この
情報は、特定のメッセージが配信された理由についての照会を処理すると

きなどに役立ちます。

名前と値を入力します。

例：

Name = Inappropriate-release-early

Value = True

X-Headerの追加（Add
X-Header）

添付ファイルを除去すると、そのファイルに存在する潜在的なウイルスか

ら保護できます。

[添付ファイルを除去（Strip
Attachments）]

ステップ 4 この隔離へのアクセスを付与するユーザを指定します。

情報ユーザ（User）

ローカルユーザのリストには、隔離にアクセスできるロールを持つユーザ

だけが含まれます。

すべての管理者は隔離に完全なアクセス権限を持つため、リストでは管理

者が除外されます。

[ローカルユーザ（Local
Users）]

外部認証を設定しておく必要があります。[外部認証されたユーザ
（Externally Authenticated
Users）]

このオプションは、隔離へのアクセス権限を持つ少なくとも 1つのカスタ
ムユーザロールを作成している場合にのみ表示されます。

[カスタムユーザロール
（Custom User Roles）]

ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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次の作業

メッセージおよびコンテンツフィルタ、メッセージを隔離エリアに移動する DLPメッセージア
クションを作成します。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集につい

て

（注） •隔離の名前は変更できません。

•隔離内のメッセージの保持期間, （893ページ）も参照してください。

隔離の設定を変更するには、[モニタ（Monitor）] > [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）]を選択し、隔離の名前をクリックします。

ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決

定

ポリシー隔離に関連付けられているメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、データ損失の防

止（DLP）メッセージアクション、DMARC検証プロファイルを表示できます。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [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）]をクリックします。

ステップ 2 ポリシー隔離の名前をクリックします。

ステップ 3 ページの下部までスクロールし、[関連付けられたメッセージフィルタ/コンテンツフィルタ/DLPメッセー
ジアクション（Associated Message Filters/Content Filters/DLP Message Actions）]を確認します。

ポリシー隔離の削除について

•ポリシー隔離を削除する前に、アクティブなフィルタやメッセージアクションに関連付けら
れているかどうかを確認します。ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアク

ションの決定, （897ページ）を参照してください。

•フィルタやメッセージアクションが割り当てられている場合でも、ポリシー隔離を削除でき
ます。

•空でない隔離を削除する場合、ディスクがいっぱいになった際にメッセージを削除しないオ
プションを選択した場合でも、隔離で定義されたデフォルトアクションはすべてのメッセー
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ジに適用されます。隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション,（894ペー
ジ）を参照してください。

•フィルタまたはメッセージアクションに関連付けられた隔離を削除した後でそのフィルタま
たはメッセージアクションにより隔離されたメッセージは、未分類隔離に格納されます。隔

離を削除する前に、未分類隔離のデフォルト設定をカスタマイズしておく必要があります。

•未分類隔離は削除できません。

隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング

操作手順内容

ページを選択し、その最初のセクションを確認します。

割り当ての変更方法については、ディスク領域の管理,
（983ページ）を参照してください。

スパム隔離以外のすべての隔離に割り

当てられている領域の合計を確認する

[モニタ（Monitor）] > [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）]
を選択し、テーブルのすぐ下で確認します。

スパム隔離以外のすべての隔離で使用

可能な領域を確認する

[モニタ（Monitor）] > [システムステータス（System
Status）]を選択し、[隔離に使用されるキュースペース
（Queue Space Used by Quarantine）]を探します。

現在すべての隔離が使用している合計

容量

[モニタ（Monitor）] > [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）]
を選択し、隔離名をクリックして、テーブルの隔離名の

すぐ下にある行でこの情報を確認します。

現在各隔離に使用されている容量

[モニタ（Monitor）] > [システムステータス（System
Status）]を選択し、[隔離内のアクティブメッセージ
（Active Messages in Quarantine）]を探します。

現在すべての隔離にあるメッセージの

総数

[モニタ（Monitor）] > [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）]
を選択し、テーブル行でその隔離を確認します。

現在各隔離にあるメッセージ数

[モニタ（Monitor）] > [システムステータス（System
Status）]を選択し、[CPU使用率（CPU Utilization）]セ
クションを確認します。

すべての隔離による総 CPU使用率

[モニタ（Monitor）] > [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）]
を選択し、テーブル行でその隔離を確認します。

最後のメッセージが各隔離に送信され

た日時（ポリシー隔離間の移動を除

く）
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操作手順内容

[モニタ（Monitor）] > [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）]
を選択し、隔離名をクリックして、テーブルの隔離名の

すぐ下にある行でこの情報を確認します。

作成日および作成者の名前はシステムが作成した隔離で

は使用されません。

ポリシー隔離が作成された日時を確認

する

ポリシー隔離の作成者の名前を確認す

る

ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージア

クションの決定, （897ページ）を参照してください。
ポリシー隔離に関連付けられたフィル

タおよびメッセージアクションを確認

する

ポリシー隔離のパフォーマンス

ポリシー隔離エリアに保存されたメッセージは、ハードドライブ容量に加えて、システムメモリ

を使用します。1つのアプライアンスのポリシー隔離エリア内で数十万メッセージを保存すると、
過剰なメモリ使用によりアプライアンスのパフォーマンスが低下することがあります。アプライ

アンスでのメッセージの隔離、削除、および解放により多くの時間が必要になるため、メッセー

ジ処理の速度が低下し、電子メールパイプラインが渋滞します。

Eメールセキュリティアプライアンスが通常の速度で電子メールを処理できるように、ポリシー
隔離には平均で 20,000よりも少ないメッセージを保存することをお勧めします。

隔離のメッセージ数を調べるには、隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリ

ング, （898ページ）を参照してください。

隔離用のディスク容量の使用率に関するアラート

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の合計容量が 75%、85%、および 95%になる
と、アラートが送信されます。使用率は、メッセージが隔離内に格納されたときにチェックされ

ます。たとえば、メッセージが隔離に追加されたときに隔離エリアの合計サイズが指定容量の75%
以上に増加すると、アラートが送信されます。

アラートの詳細については、アラート（Alerts）, （1008ページ）を参照してください。

ポリシー隔離とロギング

AsyncOSにより、隔離されるすべてのメッセージが個別にロギングされます。

Info: MID 482 quarantined to "Policy" (message filter:policy_violation)

そのメッセージを隔離したメッセージフィルタまたはアウトブレイクフィルタ機能のルールが

かっこ内に出力されます。メッセージを格納する隔離ごとに個別のログエントリが生成されま

す。
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また、隔離から削除されるメッセージも個別にロギングされます。

Info: MID 483 released from quarantine "Policy" (queue full)

Info: MID 484 deleted from quarantine "Anti-Virus" (expired)

すべての隔離から削除されたメッセージが完全に削除されたり配信がスケジュールされたりする

と、次のように個別にロギングされます。

Info: MID 483 released from all quarantines

Info: MID 484 deleted from all quarantines

メッセージが再注入されると、新しいメッセージ ID（MID）を持つ新しいメッセージオブジェク
トが作成されます。これは、次のように新しいMID「by行」がある既存のログメッセージを使用
してロギングされます。

Info: MID 483 rewritten to 513 by Policy Quarantine

メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて

メッセージの処理および確認タスクを、他の管理者ユーザに割り当てることができます。次に例

を示します。

•人事部門ではポリシー隔離の確認と管理を行います。

•法務部門では Confidential Material隔離を管理します。

隔離の設定を指定するときに、これらの部門のユーザにアクセス権限を割り当てます。隔離のア

クセス権限は、既存のユーザのみに割り当てることができます。

すべてまたは一部の隔離へのアクセスを付与したり、すべての隔離にアクセスできないようにし

たりできます。隔離を閲覧するための権限が付与されていないユーザには、GUIまたは CLIの隔
離リストにその隔離が表示されません。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループ

の指定

管理ユーザに隔離へのアクセスを許可した場合、実行できるアクションはそのユーザグループに

より異なります。

•管理者グループのユーザは、隔離の作成、設定、削除、および集約ができ、隔離メッセージ
を管理できます。

• Operators、Guests、Read-Only Operators、および Help Desk Usersグループに属するユーザに
加え、隔離の管理権限を持つカスタムユーザロールのユーザは、隔離内のメッセージの検

索、閲覧、および処理が可能ですが、隔離の設定変更、作成、削除、または集約はできませ

ん。各隔離にどのユーザがアクセスできるかを指定できます。

• Techniciansグループに属するユーザは、隔離にアクセスできません。

また、メッセージトラッキングおよびデータ消失防止など、関連機能のアクセス権限により、[隔
離（Quarantine）]ページに表示されるオプションおよび情報が異なります。たとえば、メッセー
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ジトラッキングにアクセスできないユーザの場合、そのユーザにはメッセージトラッキングリ

ンクおよび、隔離されたメッセージに関する情報が表示されません。

エンドユーザは、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を閲覧したりアクセスしたり

することはできません。

クラスタ設定におけるポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔

離について

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離は、中央集中型管理を使用した展開でマシンレ

ベルでのみ設定できます。

ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の設定の集約方法

Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンス上でポリシー、ウイルス、およびアウトブレ
イク隔離を中央集中型にできます。詳細については、次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の集約

ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッ

セージの操作

隔離内のメッセージの表示

操作手順目的

[モニタ（Monitor）] > [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）]を選択します。

表の関連する隔離の行で、[メッセージ
（Messages）]列の青い番号をクリックします。

隔離のすべてのメッセージを表示する

• [モニタ（Monitor）] > [ポリシー、ウイル
スおよびアウトブレイク隔離（Policy,Virus,
andOutbreakQuarantines）]を選択します。

テーブル内の隔離の行で、[メッセージ
（Messages）]列の青い番号をクリックします。

• [ルールサマリー管理（Manage by Rule
Summary）]リンク, （909ページ）を参照
してください。

アウトブレイク隔離エリアのメッセージを表示

する
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操作手順目的

[前へ（Previous）]、[次へ（Next）]、ページ番
号、または二重矢印のリンクをクリックしま

す。二重矢印を使用すると、リストの先頭

（[<<]）または最後（[>>]）のページに移動し
ます。

隔離のメッセージのリスト表示を移動する

カラム見出しをクリックします（カラムに複数

の項目が含まれる場合と [その他の隔離（Inother
quarantines）]カラムを除く）。

隔離エリアのメッセージのリストをソートする

列見出し間の境界線をドラッグします。テーブルの列サイズを変更する

一致した内容の表示,（906ページ）を参照して
ください。

メッセージの隔離の原因となったコンテンツを

表示する

隔離されたメッセージおよび国際文字セット

メッセージの件名に国際文字セット（2バイト、可変長、および非 ASCIIエンコーディング）の
文字が含まれる場合、[ポリシー隔離（Policy Quarantine）]ページでは、非 ASCII文字の件名行が
復号化されて表示されます。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離でのメッセージの検

索

（注） •ユーザは、アクセス権限が付与された隔離内のメッセージだけを検索および表示できま
す。

•ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離の検索では、スパム隔離内のメッセージ
は見つかりません。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [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）]を選択します。

ステップ 2 [隔離全体を検索（Search Across Quarantines）]ボタンをクリックします。
アウトブレイク隔離では、各アウトブレイクルールにより隔離されたすべてのメッセージを検

索することもできます。アウトブレイクテーブル行で [ルールサマリー管理（Manage by Rule
Summary）]リンクをクリックします

ヒント
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ステップ 3 検索する隔離を選択します。

ステップ 4 （任意）他の検索条件を入力します。

• [エンベロープ送信者（Envelope Sender）]および [エンベロープ受信者（Envelope Recipient）]には任
意の文字を入力できます。エントリの検証は実行されません。

•検索結果には、指定した条件のすべてに一致するメッセージだけが含まれます。たとえば、[エンベ
ロープ受信者（EnvelopeRecipient）]および [件名（Subject）]を指定した場合は、[エンベロープ受信
者（Envelope Recipient）]および [件名（Subject）]に指定した条件の両方に一致するメッセージだけ
が検索結果として表示されます。

次の作業

これらの検索結果は、隔離のリストと同じように操作できます。詳細については、隔離内のメッ

セージの手動処理, （903ページ）を参照してください。

隔離内のメッセージの手動処理

手動でメッセージを処理する場合は、[メッセージアクション（MessageActions）]ページからメッ
セージアクションを選択します。

メッセージに対し、次の処理を実行できます。

•削除（Delete）

•リリース

•隔離からのリリースの遅延

•特定の電子メールアドレスへのメッセージのコピーの送信

•別の隔離へのメッセージの移動

通常、以下の状況でリストのメッセージを処理できます。ただし、すべての状況ですべてのアク

ションが使用できるわけではありません。

• [モニタ（Monitor）] > [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）]ページの隔離のリストから、隔離内のメッセージ数をクリックしま
す。

• [隔離全体を検索（Search Across Quarantines）]をクリックするとき。

•隔離の名前をクリックし、隔離内を検索するとき。

複数のメッセージに同時にアクションを実行するには、次の操作を行います。

•メッセージリストの上部の選択リストからオプションを選択する。

•ページの各メッセージの横のチェックボックスを選択する。
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•メッセージリストの上部のテーブル見出しでチェックボックスを選択する。これにより、画
面に表示されているすべてのメッセージにアクションが適用されます。他のページのメッ

セージは影響を受けません。

アウトブレイク隔離のメッセージのみに実行できるオプションもあります。を参照してください。

メッセージのコピーの送信

メッセージのコピーは、Administratorsグループに属しているユーザだけが送信できます。

メッセージのコピーを送信するには、[コピーの送信先（SendCopyTo）]フィールドに電子メール
アドレスを入力し、[送信（Submit）]をクリックします。メッセージのコピーを送信しても、そ
のメッセージに対してその他のアクションが実行されることはありません。

ポリシー隔離間のメッセージの移動について

1つのアプライアンス上で、1つのポリシー隔離から別のポリシー隔離へ手動でメッセージを移動
できます。

別の隔離にメッセージを移動する場合次のようになります。

•有効期限は変更されません。メッセージには、元の隔離での保持期限が適用されます。

•一致したコンテンツおよび他の関連情報を含め、メッセージの隔離理由は変更されません。

•複数の隔離内に格納されているメッセージをそのコピーを保持している場所に移動した場
合、移動したメッセージの有効期限および隔離理由により、移動先にあるメッセージの情報

が上書きされます。

複数の隔離内にあるメッセージ

同じメッセージが複数の隔離内に格納されている場合、これらの隔離へのアクセス権限があるか

どうかにかかわらず、隔離メッセージリストの [その他の隔離（In other quarantines）]列に [はい
（Yes）]が表示されます。

複数の隔離内にメッセージが格納されている場合、以下の点に注意してください。

•すべての隔離からリリースされるまで、そのメッセージは配信されません。いずれかの隔離
から削除されたメッセージは配信されなくなります。

•すべての隔離から削除またはリリースされるまで、そのメッセージはいずれの隔離からも削
除されません。

複数の隔離内に格納されているメッセージをリリースする場合、それらのすべての隔離に対する

アクセス権限が付与されていない場合があるため、次のルールが適用されます。

•すべての隔離からリリースされるまで、そのメッセージはリリースされません。

•いずれかの隔離内で削除済みとしてマークされると、他の隔離からも配信できなくなります
（ただしリリースは可能です）。
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メッセージが複数の隔離内にキューイングされ、ユーザがそのうちの 1つまたは複数の隔離にア
クセスできない場合は、次の処理が行われます。

•ユーザは、ユーザがアクセスできる各隔離についてそのメッセージが存在するかどうか通知
されます。

•ユーザがアクセスできる隔離での保持期間の情報のみがGUIに表示されます（同じメッセー
ジに対して、隔離ごとに別々の終了日時が存在します）。

•ユーザは、そのメッセージを保管している他の隔離の名前を知らされません。

•メッセージの隔離先にユーザがアクセスできない場合、その隔離理由は表示されません。

•ユーザがアクセスできるキューのメッセージのみリリースできます。

•ユーザがアクセスできない他の隔離にもメッセージがキューイングされている場合、それら
の隔離にアクセスできるユーザによって処理されるまで（あるいは早期または通常の期限切

れによって「正常に」メッセージがリリースされるまで）、そのメッセージは変更されずに

隔離内に残ります。

メッセージの詳細およびメッセージ内容の表示

メッセージの内容を表示したり、[隔離されたメッセージ（QuarantinedMessage）]ページにアクセ
スしたりするには、メッセージの件名行をクリックします。

[隔離されたメッセージ（Quarantined Message）]ページには、[隔離の詳細（Quarantine Details）]
と [メッセージの詳細（Message Details）]の 2つのセクションがあります。

[隔離されたメッセージ（QuarantinedMessage）]ページから、メッセージを読んだり、メッセージ
アクションを選択したり、メッセージのコピーを送信したりウイルス検査を実行したりできます。

また、メッセージが検疫エリアから解放されるときに Encrypt on Deliveryフィルタアクションに
よって暗号化されるかどうかを確認することもできます。

[メッセージの詳細（MessageDetails）]セクションには、メッセージ本文、メッセージヘッダー、
および添付ファイルが表示されます。メッセージ本文は最初の 100 Kだけが表示されます。メッ
セージがそれよりも長い場合は、最初の100Kが表示され、その後に省略記号（...）が続きます。
実際のメッセージが切り捨てられることはありません。この処置は表示目的のためだけに行われ

ます。[メッセージの詳細（Message Details）]の下部にある [メッセージ部分（Message Parts）]セ
クション内の [message body]をクリックすることにより、メッセージ本文をダウンロードできま
す。また、添付ファイルのファイル名をクリックすることにより、メッセージの添付ファイルを

ダウンロードすることもできます。

ウイルスの含まれるメッセージを表示する場合、ご使用のコンピュータにデスクトップアンチウ

イルスソフトウェアがインストールされていると、そのアンチウイルスソフトウェアから、ウイ

ルスが検出されたと警告される場合があります。これは、ご使用のコンピュータに対して脅威で

はないため、無視しても問題ありません。

メッセージについてさらに詳細な情報を表示するには、[メッセージトラッキング（Message
Tracking）]リンクをクリックします。
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特別なOutbreak検疫の場合、追加の機能を利用できます。アウトブレイク隔離,（908ページ）
を参照してください。

（注）

一致した内容の表示

AttachmentContent条件、MessageBodyまたはAttachment条件、Message本文条件、またはAttachment
内容条件と一致するメッセージに対して検疫アクションを設定した場合、検疫されたメッセージ

内の一致した内容を表示できます。メッセージ本文を表示する場合、DLPポリシー違反の一致を
除き、一致した内容が黄色で強調表示されます。また、$MatchedContentアクション変数を使用し
て、メッセージの一致した内容やコンテンツフィルタの一致をメッセージの件名に含めることも

できます。

一致した内容が添付ファイルに含まれる場合は、その判定結果がDLPポリシー違反、コンテンツ
フィルタ条件、メッセージフィルタ条件、または画像解析のいずれによるものかに関係なく、添

付ファイルの内容がその隔離理由と共に表示されます。

メッセージフィルタまたはコンテンツフィルタのルールをトリガーしたローカル隔離内のメッ

セージを表示すると、フィルタアクションを実際にはトリガーしなかった内容が（フィルタアク

ションをトリガーした内容と共に）GUIで表示されることがあります。GUIの表示は、該当コン
テンツを特定するための目安として使用するもので、該当コンテンツの完全なリストであるとは

限りません。これは、GUIで使用される内容一致ロジックが、フィルタで使用されるものほど厳
密ではないため起こります。この問題は、メッセージ本文内での強調表示に対してのみ当てはま
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ります。メッセージの各パート内の一致文字列をそれに対応するフィルタルールと共に一覧表示

するテーブルは正しく表示されます。

図 70：Policy 検疫エリア内で表示された一致内容

添付ファイルのダウンロード

[メッセージ部分（Message Parts）]または [一致した内容（Matched Content）]セクション内の添
付ファイルのファイル名をクリックすることにより、メッセージの添付ファイルをダウンロード

できます。AsyncOSから、未知の送信元からの添付ファイルにはウイルスが含まれる可能性があ
ることを示す警告が表示され、続行するかどうか尋ねられます。ウイルスが含まれる可能性があ

る添付ファイルは、ユーザ自身の自己責任においてダウンロードしてください。[メッセージ部分
（MessageParts）]セクション内の [メッセージ本文（messagebody）]をクリックすることにより、
メッセージ本文をダウンロードすることもできます。

ウイルステスト

メッセージがウイルスに感染していないかどうかを検査するには、[テスト開始（Start Test）]を
クリックします。アンチウイルスシグニチャが最新のものであることを確認できるまで、メッ

セージの保管に隔離を使用します。
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ウイルスの検査では、オリジナルのメッセージではなく、メッセージのコピーがアンチウイルス

エンジンに送信されます。アンチウイルスエンジンの判定結果は、[隔離（Quarantines）]エリア
の上に表示されます。

隔離されたメッセージの再スキャンについて

隔離されたすべてのキューからメッセージが解放されるとき、アプライアンスおよび最初にメッ

セージを隔離したメールポリシーで有効化されている機能によって、次の再スキャンが発生しま

す。

•ポリシーおよびウイルス隔離から解放されるメッセージはアンチウイルスエンジンによって
再スキャンされます。

•アウトブレイク隔離から解放されたメッセージは、アンチスパムおよびアンチウイルスエン
ジンによって再スキャンされます。（アウトブレイク隔離中のメッセージの再スキャンの詳

細については、を参照してください）

•ファイル分析隔離から解放されるメッセージは、脅威に対する再スキャンが実行されます。

•添付ファイルを含むメッセージは、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離から解
放されるときにファイルレピュテーションサービスによって再スキャンされます。

再スキャン時に、判定結果が前回そのメッセージを処理したときの判定結果と一致する場合、そ

のメッセージは再隔離されません。逆に、判定が異なると、そのメッセージは別の隔離に送信さ

れる可能性があります。

原理的に、メッセージの検疫が無限に繰り返されることはないようになっています。たとえば、

メッセージが暗号化されていて、その結果、Virus検疫に送信されるとします。管理者がそのメッ
セージを解放しても、アンチウイルスエンジンはまだそのメッセージを復号化できません。しか

し、そのメッセージは再隔離されない必要があります。再隔離されるとループ状態となり、その

メッセージは隔離からまったく解放されなくなります。2回とも判定は同じ結果になるので、シ
ステムは 2回めには Virus検疫を無視します。

アウトブレイク隔離

Outbreak検疫は、Outbreakフィルタ機能の有効なライセンスキーが入力されている場合に存在し
ます。Outbreakフィルタ機能では、しきい値セットに従ってメッセージが Outbreak検疫に送信さ
れます。詳細については、を参照してください。

アウトブレイク隔離は、他の隔離と同様の機能を持ち、メッセージを検索したり、メッセージを

解放または削除したりなどできます。

アウトブレイク隔離には、他の隔離では使用できない追加の機能があります（[ルールサマリーに
よる管理（Manage by Rule Summary）]リンク、メッセージの詳細を表示しているときのシスコへ
の送信機能、およびスケジュールされた保存期間の終了日時で検索結果内のメッセージを並べ替

えるオプション）。
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アウトブレイクフィルタ機能のライセンスの有効期限が切れると、メッセージをアウトブレイク

隔離にそれ以上追加できなくなります。検疫エリア内に現在存在するメッセージの保持期間が終

了してOutbreak検疫が空になると、GUIの検疫リストにOutbreak検疫は表示されなくなります。

アウトブレイク隔離のメッセージの再スキャン

アウトブレイク隔離に入れられたメッセージは、新しく公開されたルールによってもう脅威では

ないと見なされると、自動的に解放されます。

アプライアンス上でアンチスパムおよびアンチウイルスがイネーブルになっている場合、スキャ

ンエンジンは、メッセージに適用されるメールフローポリシーに基づいて、Outbreak検疫から
解放されたすべてのメッセージをスキャンします。

[ルールサマリー管理（Manage by Rule Summary）] リンク
検疫リストで Outbreak検疫の横にある [ルール概要による管理（Manage by Rule Summary）]リン
クをクリックして、[ルール概要による管理（ManagebyRuleSummary）]ページを表示します。検
疫エリア内のすべてのメッセージに対し、それらのメッセージを検疫させた感染防止ルールに基

づいてメッセージアクション（Release、Delete、Delay Exit）を実行できます。これは、アウトブ
レイク隔離から多数のメッセージを片付ける場合に適しています。詳細については、「[アウトブ
レイク隔離（OutbreakQuarantine）]および [ルールサマリーによる管理（ManagebyRuleSummary）]
ビュー」に記載のトピックを参照してください。

シスコへの偽陽性または不審なメッセージの報告

アウトブレイク隔離内のメッセージについてメッセージの詳細を表示しているとき、偽陽性また

は不審なメッセージを報告するためにそのメッセージをシスコへ送信できます。

ステップ 1 アウトブレイク隔離エリア内のメッセージの移動

ステップ 2 [メッセージの詳細（Message Details）]セクションで、[シスコにコピーを送信する（Send a Copy to Cisco
Systems）]チェックボックスを選択します。

ステップ 3 [送信（Send）]をクリックします。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
909

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

アウトブレイク隔離



   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
910

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

アウトブレイク隔離



第 33 章

スパム隔離

この章は、次の項で構成されています。

• スパム隔離の概要, 911 ページ

• ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離, 912 ページ

• ローカルのスパム隔離の設定, 912 ページ

• 中央集中型スパム隔離の設定, 913 ページ

• [スパム隔離の編集（Edit Spam Quarantine）]ページ, 917 ページ

• セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御, 917
ページ

• エンドユーザのためのスパム管理機能の設定, 925 ページ

• スパム隔離内のメッセージの管理, 934 ページ

• スパム隔離のディスク領域, 937 ページ

• 外部スパム隔離の無効化について, 937 ページ

• スパム隔離機能のトラブルシューティング, 937 ページ

スパム隔離の概要
スパム隔離（別名 ISQ、エンドユーザ隔離、および EUQ）は、「誤検出」（アプライアンスが正
規の電子メールメッセージをスパムと見なすこと）が問題とされる組織でのセーフガードメカニ

ズムとなります。メッセージがスパムである、またはスパムの疑いがあるとアプライアンスが判

断した場合、メッセージを配信または削除する前に、受信者または管理者にそのメッセージを確

認してもらうことができます。スパム隔離はこのためにメッセージを保存します。

Eメールセキュリティアプライアンスの管理ユーザは、スパム隔離内のすべてのメッセージを閲
覧できます。エンドユーザ（通常はメッセージの受信者）は、そのユーザ宛の隔離されたメッ

セージを、若干異なるWebインターフェイスで表示できます。
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スパム隔離は、ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離とは異なります。

ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離
ローカルのスパム隔離では、Eメールセキュリティアプライアンスでスパムおよびスパムの疑い
があるメッセージなどを保存します。外部のスパム隔離は、別の Ciscoコンテンツセキュリティ
管理アプライアンスでこれらのメッセージを保存できます。

次の場合は外部のスパム隔離の使用を検討してください。

•複数の Eメールセキュリティアプライアンスからのスパムを集約して保存および管理する
必要がある。

• Eメールセキュリティアプライアンスで保持可能な量より多くのスパムを保存する必要があ
る。

•スパム隔離とそのメッセージを定期的にバックアップする必要がある。

ローカルのスパム隔離の設定
次の表は、メッセージをスパム隔離に送信する方法を示しています

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

まだ実行していない場合はアンチスパム機能を

有効にします。

ステップ 1   

隔離設定を有効にし、設定を行います。ステップ 2   

詳細については、次を参照してください。ディス

ク領域の管理, （983ページ）
スパム隔離に割り当てられたディスク領域を調

整します。

ステップ 3   

詳細については、次を参照してください。スパム

隔離へのブラウザアクセス用 IPインターフェイス
の設定, （914ページ）

隔離へのブラウザアクセスを有効にします。ステップ 4   

詳細については、次を参照してください。スパムを隔離に送信するようにEメールセキュ
リティアプライアンスを設定します。

ステップ 5   

•スパムを隔離するためのメールポリシーの設
定, （915ページ）

•隔離対象のメールの受信者の制限,（916ペー
ジ）
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目的コマンドまたはアクション

詳細については、次を参照してください。メッ

セージテキストが正しく表示されることの確認,
（916ページ）

見出しに文字エンコーディングの情報がない

メッセージのデフォルトの文字エンコーディン

グを指定します。

ステップ 6   

中央集中型スパム隔離の設定

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

スパム隔離へのブラウザアクセス用 IPインターフェイ
スの設定, （914ページ）

セキュリティ管理アプライアンスで、スパム

隔離ブラウザインターフェイスを設定しま

す。

ステップ 1   

お使いのEメールセキュリティアプライアンスのマニュ
アルで、アンチスパムおよびメールポリシーの設定に

Eメールセキュリティアプライアンスがス
パム隔離にメールを送信するように設定され

ていることを確認します。

ステップ 2   

関する情報を参照してください。関連するセクションへ

のリンクは、ローカルのスパム隔離の設定に関するセク

ションの表に記載されています。

Eメールセキュリティアプライアンスのマニュアルを
参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスで外
部スパム隔離を有効にし、設定します。

ステップ 3   

お使いのEメールセキュリティアプライアンスのマニュ
アルで、外部スパム隔離をアクティブ化するための内部

スパム隔離の無効化に関する情報を参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスで、
内部隔離を無効にします。

ステップ 4   

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
913

スパム隔離

中央集中型スパム隔離の設定



スパム隔離へのブラウザアクセス用 IP インターフェイスの設定
管理者およびエンドユーザがスパム隔離にアクセスするときには、別のブラウザウィンドウが開

きます。

ステップ 1 [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）]を選択します。

ステップ 2

ステップ 3 インターフェイス名をクリックします（この例では、管理インターフェイスを使用します）。

ステップ 4 [スパム隔離（Spam Quarantine）]セクションで、スパム隔離にアクセスするための設定を行います。

•デフォルトでは、HTTPがポート 82を使用し、HTTPSがポート 83を使用します。

•通知とスパム隔離のブラウザウィンドウに記載される URLを指定します。

使用しているセキュリティ管理アプライアンスのホスト名をエンドユーザに表示したくない場合は、

代わりのホスト名を指定できます。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次の作業

スパム隔離アクセス用に指定したホスト名を DNSサーバが解決できることを確認します。

スパム隔離への管理ユーザアクセスの設定

管理者権限を持つすべてのユーザは、スパム隔離設定を変更したり、スパム隔離内のメッセージ

を表示および管理したりすることができます。管理者ユーザに対してスパム隔離アクセスを設定

する必要はありません。

次のロールのユーザに対してスパム隔離へのアクセスを設定すると、これらのユーザはスパム隔

離内のメッセージを表示、リリース、削除できます。

•演算子

•読み取り専用オペレータ

•ヘルプデスクユーザ

•ゲスト

•スパム隔離権限を持つカスタムユーザロール

これらのユーザはスパム隔離設定にアクセスできません。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
914

スパム隔離

スパム隔離へのブラウザアクセス用 IP インターフェイスの設定



はじめる前に

スパム隔離にアクセスできるユーザまたはカスタムユーザロールを作成します。詳細について

は、管理タスクの分散, （939ページ）を参照してください。

ステップ 1 スパム隔離設定ページをまだ編集していない場合は、次の手順を実行します。

a) [管理アプライアンス（Management Appliance）] > [集約管理サービス（Centralized Services）] > [モニタ
（Monitor）] > [スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択します。

b) [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。

ステップ 2 追加するユーザタイプ（ローカル、外部認証、またはカスタムロール）のリンクをクリックします。

ユーザまたはロールを追加済みの場合は、ユーザ名かロールをクリックすると、すべての対象ユーザまた

はロールが表示されます。

ステップ 3 追加するユーザまたはロールを選択します。

管理者権限を持つユーザは、スパム隔離へのフルアクセスが自動的に与えられるため、表示されません。

ステップ 4 [OK]をクリックします。
ステップ 5 変更を送信し、保存します。

スパムを隔離するためのメールポリシーの設定

スパム隔離を有効にした後、スパムまたはスパムの疑いのあるメッセージをその隔離に送信する

ように、メールポリシーを設定できます。メールがスパム隔離に送信されるように、メールポリ

シーでアンチスパムスキャンを有効にする必要があります。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]ページで、対応する
メールポリシーの [スパム対策（Anti-Spam）]カラムにあるリンクをクリックします。

ステップ 2 [スパム対策設定（Anti-Spam Settings）]セクションで、[IronPortスパム対策サービスを使用（Use IronPort
Anti-Spam service）]を選択します。

ステップ 3 [ポジティブスパムの設定（Positively-IdentifiedSpamSettings）]セクションで、[このアクションをメッセー
ジに適用する（Apply This Action to Message）]オプションに [スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択しま
す。

ステップ 4 スパムの疑いのあるメッセージおよびマーケティング電子メールに対しても設定します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。
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隔離対象のメールの受信者の制限

Eメールセキュリティアプライアンスで複数のメールポリシーを使用して（[メールポリシー
（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policy）]）、メールの隔離対象から除外
する受信者アドレスのリストを指定できます。そのメールポリシーにアンチスパムを設定する

際、隔離の代わりに [配信（Deliver）]または [ドロップ（Drop）]を選択します。

メッセージテキストが正しく表示されることの確認

AsyncOSでは、メッセージヘッダーに指定されたエンコーディングに基づいてメッセージの文字
セットが決定されます。しかし、ヘッダーに指定されたエンコーディングが実際のテキストと一

致していないと、そのメッセージは、スパム隔離内で閲覧される際に正しく表示されません。こ

のような状況は、スパムメッセージの場合に発生することがよくあります。

これらのメッセージに対してメッセージのテキストが正しく表示されることを確認するには、を

参照してください。

デフォルトエンコーディングの指定

着信メッセージのヘッダーに文字セットのエンコーディングが指定されていない場合に、デフォ

ルトエンコーディングを指定するようにアプライアンスを設定できます。

そうすることにより、そのようなメッセージをスパム隔離内で正しく表示するのに役立ちます。

ただし、デフォルトエンコーディングを指定すると、他の文字セットのメッセージが正しく表示

されなくなる可能性があります。この設定は、メッセージヘッダーにエンコーディングが指定さ

れていないメッセージに対してのみ適用されます。一般に、このカテゴリに入るメールの多くが

1つの特定のエンコーディングになると予測される場合にだけ、デフォルトエンコーディングを
設定します。

たとえば、隔離されるメッセージのうち、メッセージヘッダーに文字セットのエンコーディング

が指定されていないものの多くが日本語（ISO-2022-JP）である場合は、[スキャン動作（Scan
Behavior）]ページのエンコーディングを [日本語（ISO-2022-JP）（Japanese (ISO-2022-JP)）]とし
て設定できます。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [スキャン動作（Scan Behavior）]をクリックします。
ステップ 2 [グローバル設定（Global Settings）]で [グローバル設定を編集（EditGlobal Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [何も指定されていないときに使用する符号化（Encoding to use when none is specified）]ドロップダウンリ

ストから目的のエンコーディングタイプを選択します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 5 [変更を確定（Commit Changes）]をクリックします。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
916

スパム隔離

隔離対象のメールの受信者の制限



スパム隔離の言語

各ユーザは、ウィンドウの右上にある [オプション（Options）]メニューからスパム隔離の言語を
選択します。

[スパム隔離の編集（Edit Spam Quarantine）] ページ

セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に

基づく電子メール配信の制御
管理者およびエンドユーザは、メッセージがスパムであるかどうかを判断するためにセーフリス

トとブロックリストを使用できます。セーフリストでは、スパムとして処理しない送信者および

ドメインが指定されます。ブロックリストでは、常にスパムとして処理する送信者およびドメイ

ンが指定されます。

エンドユーザ（電子メールユーザ）に各自の電子メールアカウントのセーフリストとブロック

リストの管理を許可することができます。たとえば、エンドユーザは、もう興味のないメーリン

グリストから電子メールを受信している場合があります。そのようなユーザは、このメーリング

リストからの電子メールが自分の受信箱に送信されないように、その送信者を自分のブロックリ

ストに追加できます。また、エンドユーザは、スパムではない特定の送信者からの電子メールが

自分のスパム隔離に送信されていることに気づくこともあります。これらの送信者からのメッセー

ジが隔離されないようにするために、エンドユーザはそれらの送信者を自分のセーフリストに追

加できます。

エンドユーザおよび管理者が行った変更はお互いに表示され、両者が変更できます。

セーフリストとブロックリストのメッセージ処理

セーフリストまたはブロックリストに送信者を追加しても、アプライアンスではメッセージに対

するウイルスのスキャンや、内容に関連したメールポリシーの基準をメッセージが満たすかどう

かの判定が行われます。受信者のセーフリストにメッセージの送信者が含まれていても、他のス

キャン設定と結果によってはメッセージが配信されない場合があります。

セーフリストとブロックリストを有効にすると、アプライアンスは、アンチスパムスキャンの直

前にセーフリスト/ブロックリストデータベースと照合してメッセージをスキャンします。アプラ
イアンスがセーフリストまたはブロックリストのエントリに一致する送信者またはドメインを検

出した場合、受信者が複数存在すると（かつ各受信者のセーフリスト/ブロックリスト設定が異な
ると）、そのメッセージは分裂します。たとえば、受信者Aと受信者 Bの両方に送信されるメッ
セージがあるとします。受信者 Aのセーフリストにはこの送信者のエントリがありますが、受信
者 Bのセーフリストおよびブロックリストにはエントリがありません。この場合、メッセージは
2つのメッセージ IDで 2つのメッセージに分割されます。受信者Aに送信されるメッセージは、
セーフリストに一致していることが X-SLBL-Result-セーフリストヘッダーによってマークされ、
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アンチスパムスキャンをスキップします。一方、受信者 B宛のメッセージは、アンチスパムス
キャンエンジンによってスキャンされます。その後、どちらのメッセージもパイプライン（アン

チウイルススキャン、コンテンツポリシーなど）を続行し、設定されているすべての設定に従い

ます。

メッセージの送信者またはドメインがブロックリストに含まれる場合の配信の動作は、セーフリ

スト/ブロックリスト機能を有効にするときに指定したブロックリストアクションによって決まり
ます。セーフリストの配信の場合と同様に、セーフリスト/ブロックリスト設定の異なる複数の受
信者が存在すると、そのメッセージは分裂します。分裂したメッセージのうちブロックリストに

含まれるものは、ブロックリストアクション設定に応じて隔離されるかドロップされます。隔離

を実行するようにブロックリストアクションが設定されている場合、そのメッセージはスキャン

され、最終的に隔離されます。削除するようにブロックリストアクションが設定されている場

合、そのメッセージは、セーフリスト/ブロックリストスキャンの直後にドロップされます。

セーフリストとブロックリストはスパム隔離内に保持されているため、配信の動作は、他のアン

チスパム設定にも左右されます。たとえば、アンチスパムスキャンをスキップするようにホスト

アクセステーブル（HAT）で「承認（Accept）」メールフローポリシーを設定すると、そのリス
ナー上でメールを受信するユーザは、自分のセーフリストとブロックリストの設定がそのリスナー

上で受信されたメールに適用されなくなります。同様に、一部のメッセージ受信者についてアン

チスパムスキャンをスキップするメールフローポリシーを作成すると、それらの受信者は、自

分のセーフリストとブロックリストの設定が適用されなくなります。

セーフリストとブロックリストの有効化

はじめる前に

•スパム隔離を有効にする必要があります。中央集中型スパム隔離の設定,（913ページ）を参
照してください。

•外部セーフリスト/ブロックリストを使用するように Eメールセキュリティアプライアンス
を設定します。お使いの Eメールセキュリティアプライアンスのマニュアルで外部スパム
隔離を設定する手順を参照してください。

ステップ 1 [管理アプライアンス（Management Appliance）] > [集約管理サービス（Centralized Services）] > [モニタ
（Monitor）] > [スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択します。

ステップ 2 [エンドユーザセーフリスト/ブロックリスト(スパム隔離)（End-User Safelist/Blocklist (Spam Quarantine)）]
セクションで [有効（Enable）]を選択します。

ステップ 3 [エンドユーザセーフリスト/ブロックリスト機能を有効にする（Enable EndUser Safelist/Blocklist Feature）]
を選択します。

ステップ 4 [ブロックリストアクション（Blocklist Action）]に [隔離（Quarantine）]または [削除（Delete）]を選択し
ます。

ステップ 5 [ユーザごとの最大一覧項目数（Maximum List Items Per User）]を指定します。
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これは、各受信者のリストごとのアドレスまたはドメインの最大数です。ユーザごとのリストエントリ数

を大きくすると、システムのパフォーマンスに悪影響を与えることがあります。

ステップ 6 更新頻度を選択します。この値によって、外部スパム隔離を使用する Eメールセキュリティアプライア
ンスのセーフリスト/ブロックリストを AsyncOSが更新する頻度が決まります。この設定の意味について
は、外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト, （919ページ）で説明します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト
セキュリティ管理アプライアンスで外部スパム隔離を使用する場合、セーフリスト/ブロックリス
トはその管理アプライアンスに保存されます。これにより、すべてのアプライアンスを対象に安

全な送信者とブロックされた送信者を一か所で管理できます。

Eメールセキュリティアプライアンスは受信メールの処理時にセーフリストとブロックリスト内
の送信者を評価するため、セキュリティ管理アプライアンスに保存されているセーフリストおよ

びブロックリストが受信メールに適用されるように、これらをEメールセキュリティアプライア
ンスに送信する必要があります。セキュリティ管理アプライアンスでセーフリスト/ブロックリス
ト機能を設定する際に、その更新頻度を設定します。

セキュリティ管理アプライアンスでの外部セーフリストおよびブロックリストの操作の詳細につ

いては、『Cisco Content Security Management Appliance User Guide』のトピックを参照してくださ
い

セーフリストおよびブロックリストへの送信者とドメインの追加（管

理者）

スパム隔離のインターフェイスでセーフリストとブロックリストを管理します。

多数の受信者（組織のエンドユーザ）が特定の送信者またはドメインをホワイトリストまたはブ

ラックリストに追加しているかどうかも確認できます。

管理者は、各エンドユーザが表示および操作する同じエントリのスーパーセットを表示して操作

します。

はじめる前に

•スパム隔離にアクセスできることを確認します。スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）,
（934ページ）を参照してください。

•セーフリスト/ブロックリストへのアクセスを有効にします。セーフリストとブロックリスト
の有効化, （918ページ）を参照してください。

•（任意）このセクションの手順を使用してこれらのリストを作成する代わりに、セーフリス
ト/ブロックリストをインポートするには、セーフリスト/ブロックリストのバックアップと
復元, （923ページ）で説明する手順を使用します。
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•セーフリストとブロックリストのエントリの必須形式を把握します。セーフリストエントリ
とブロックリストエントリの構文, （921ページ）を参照してください。

ステップ 1 ブラウザを使用してスパム隔離にアクセスします。

ステップ 2 ログインします。

ステップ 3 ページの右上にある [オプション（Options）]ドロップダウンメニューを選択します。
ステップ 4 [セーフリスト（Safelist）]または [ブロックリスト（Blocklist）]を選択します。
ステップ 5 （任意）送信者または受信者を検索します。

ステップ 6 次の 1つまたは複数の操作を実行します。

操作手順目的

1 [表示方法：受信者（View by: Recipient）]を選択します。

2 [追加（Add）]をクリックするか、受信者の [編集（Edit）]を
クリックします。

3 受信者の電子メールアドレスを入力または編集します。

4 送信者の電子メールアドレスおよびドメインを入力します。

各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区

切ります。

5 [送信（Submit）]をクリックします。

1人の受信者に対して複数の送信者を
追加する

1 [表示方法：送信者（View by: Sender）]を選択します。

2 [追加（Add）]をクリックするか、または送信者の [編集
（Edit）]をクリックします。

3 送信者アドレスまたはドメインを入力または編集します。

4 受信者の電子メールアドレスを入力します。

各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区

切ります。

5 [送信（Submit）]をクリックします。

1人の送信者に対して複数の受信者を
追加する

1 [表示方法（View by）]オプションを選択します。
2 ゴミ箱アイコンをクリックしてテーブル行全体を削除します。

受信者に関連付けられたすべての送信

者を削除する

送信者に関連付けられたすべての受信

者を削除する
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操作手順目的

1 [表示方法（View by）]オプションを選択します。
2 個々の受信者または送信者の [編集（Edit）]をクリックしま
す。

3 テキストボックスでエントリを追加または削除します。少な

くとも 1つはエントリを残す必要があります。
4 [送信（Submit）]をクリックします。

受信者の個々の送信者を削除する

送信者の個々の受信者を削除する

セーフリストエントリとブロックリストエントリの構文

送信者を次の形式でセーフリストとブロックリストに追加できます。

• user@domain.com

• server.domain.com

• domain.com

• [10.1.1.0]

• [ipv6:2001:DB8:1::1]

• user@[1.2.3.4]

• user@[ipv6:2001:db8::1]

送信者アドレスやドメインなどの同一エントリを、セーフリストとブロックリストの両方に同時

に追加することはできません。ただし、ドメインをセーフリストに追加し、そのドメインに所属

する送信者の電子メールアドレスをブロックリストに追加すること（またはその逆）は可能で

す。両方のルールが適用されます。たとえば example.comがセーフリストに含まれている場合、
george@example.comをブロックリストに追加することができます。この場合アプライアンスは、
スパムとして処理される george@example.comからのメールを除いて、example.comからのすべて
のメールをスパムのスキャンなしで配信します。

.domain.comのような構文を使用して、サブドメインの範囲を許可したり、ブロックしたりするこ
とはできません。ただし、構文 server.domain.comを使用して特定のドメインをブロックすること
は可能です。

すべてのセーフリストおよびブロックリストのクリア

すべての送信者と受信者を含む、セーフリストおよびブロックリストのすべてのエントリを削除

する必要がある場合は、セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元,（923ページ）の手
順を使用してエントリなしでファイルをインポートします。
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セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザアクセスについ

て

エンドユーザはスパム隔離から各自のセーフリストとブロックリストにアクセスします。スパム

隔離へのエンドユーザアクセスを設定するには、Webブラウザからのスパム隔離へのエンドユー
ザアクセスの設定, （928ページ）を参照してください。

必要に応じて、スパム隔離の URLと下記の手順をエンドユーザに提供してください。

セーフリストへのエントリの追加（エンドユーザ）

セーフリストに登録されている送信者からのメッセージの配信は、システムの他の設定によっ

て異なります。セーフリストとブロックリストのメッセージ処理, （917ページ）を参照して
ください。

（注）

エンドユーザは、次の 2つの方法で送信者をセーフリストに追加できます。

隔離されたメッセージの送信者のセーフリストへの追加

エンドユーザは、スパム隔離に送信されたメッセージの送信者をセーフリストに追加できます。

ステップ 1 スパム隔離から、メッセージの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 2 ドロップダウンメニューから [リリースしてセーフリストに追加（Release and Add to Safelist）]を選択し
ます。

指定したメールのエンベロープ送信者と差出人ヘッダーが両方ともセーフリストに追加されます。解放さ

れたメッセージは、それ以降の電子メールパイプライン内の作業キューの処理をスキップして、宛先キュー

へ直接進みます。

隔離されたメッセージのない送信者のセーフリストへの追加

ステップ 1 ブラウザからスパム隔離にアクセスします。

ステップ 2 ページの右上にある [オプション（Options）]ドロップダウンメニューを選択します。
ステップ 3 [セーフリスト（Safelist）]を選択します。
ステップ 4 [セーフリスト（Safelist）]ダイアログボックスから、電子メールアドレスまたはドメインを入力します。

ドメインと電子メールアドレスは、コンマで区切って複数入力できます。

ステップ 5 [一覧に追加（Add to List）]をクリックします。
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ブロックリストへの送信者の追加（エンドユーザ）

ブロックリストに登録されている送信者からのメッセージは、管理者が定義したセーフリスト/ブ
ロックリストアクション設定に応じて、拒否または隔離されます。

この手順でのみブロックリストエントリを追加できます。（注）

ステップ 1 スパム隔離にログインします。

ステップ 2 ページの右上にある [オプション（Options）]ドロップダウンメニューを選択します。
ステップ 3 ブロックリストに追加するドメインまたは電子メールアドレスを入力します。ドメインと電子メールア

ドレスは、コンマで区切って複数入力できます。

ステップ 4 [一覧に追加（Add to List）]をクリックします。

複数の E メールセキュリティアプライアンス（セキュリティ管理アプ
ライアンスを使用しない展開）でのセーフリストまたはブロックリス

トの同期

複数のEメールセキュリティアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスなしで使用する
場合、セーフリスト/ブロックリストおよびその構成設定を、複数の Eメールセキュリティアプ
ライアンス間で手動で同期することが必要になることがあります。

セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元,（923ページ）で説明されている手順を使用
して .csvファイルをエクスポートおよびインポートしてから、FTPを使用してファイルをアップ
ロードおよびダウンロードできます。

セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元
アプライアンスをアップグレードする場合、またはインストールウィザードを実行する場合、事

前にセーフリスト/ブロックリストデータベースをバックアップする必要があります。セーフリス
ト/ブロックリストの情報は、アプライアンスの設定が格納されるメインのXMLコンフィギュレー
ションファイルには含まれていません。
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セーフリスト/ブロックリストのコピーを保存して複数の Eメールセキュリティアプライアンス
を同期する場合も、この手順を使用できます。

ステップ 1 [管理アプライアンス（Management Appliance）] > [システム管理（System Administration）] > [設定ファイ
ル（Configuration File）]を選択します。

ステップ 2 [エンドユーザセーフリスト/ブロックリストデータベース(スパム隔離)（End-User Safelist/BlocklistDatabase
(Spam Quarantine)）]セクションまでスクロールします。

操作手順目的

.csvファイルのパスおよびファイル名をメモし、必
要に応じて変更します。

[すぐにバックアップ（BackupNow）]をクリックし
ます。

アプライアンスは次の命名規則を使用して、アプラ

イアンスの /configurationディレクトリに .csvファ
イルを保存します。

slbl-<serial number>-<timestamp>.csv

セーフリスト/ブロックリストをエクスポートする

このプロセスによって、すべてのユーザの

セーフリストおよびブロックリストの既存

のエントリがすべて上書きされます。

注意

[リストアするファイルを選択（Select File to
Restore）]をクリックします。

configurationディレクトリ内のファイルリストから
目的のファイルを選択します。

復元するセーフリスト/ブロックリストバックアッ
プファイルを選択します。

[復元（Restore）]をクリックします。

セーフリスト/ブロックリストをインポートする

セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング

セーフリストとブロックリストに関する問題をトラブルシューティングするために、ログファイ

ルまたはシステムアラートを表示できます。

電子メールがセーフリスト/ブロックリスト設定によってブロックされると、そのアクションが
ISQ_logファイルまたはアンチスパムログファイルに記録されます。セーフリストに含まれる電
子メールは、セーフリストに一致していることが X-SLBL-Result-セーフリストヘッダーによって
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マークされます。ブロックリストに含まれる電子メールは、ブロックリストに一致していること

が X-SLBL-Result-ブロックリストヘッダーによってマークされます。

アラートは、データベースが作成または更新されたり、データベースの変更またはセーフリスト/
ブロックリストプロセスの実行においてエラーが発生したりすると送信されます。

アラートの詳細については、アラート（Alerts）, （1008ページ）を参照してください。

ログファイルの詳細については、ログ, （1105ページ）を参照してください。

セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されない

問題

セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されませんでした。

ソリューション

考えられる原因：

•マルウェアまたはコンテンツ違反のためメッセージがドロップされました。セーフリストと
ブロックリストのメッセージ処理, （917ページ）を参照してください。

•アプライアンスが複数あり、その送信者をセーフリストに最近追加した場合、メッセージが
処理された時点ではセーフリスト/ブロックリストが同期されていなかった可能性がありま
す。外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト,（919ページ）および複数のEメー
ルセキュリティアプライアンス（セキュリティ管理アプライアンスを使用しない展開）で

のセーフリストまたはブロックリストの同期, （923ページ）を参照してください。

エンドユーザのためのスパム管理機能の設定

参照先目的

スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定,
（928ページ）およびサブセクション

スパム管理機能へのエンドユーザアクセスのさ

まざまな認証方式について、利点と制限事項を

把握します。

スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの

認証オプション, （926ページ）
エンドユーザがブラウザから直接スパム隔離に

アクセスすることを許可します。

エンドユーザへの隔離されたメッセージに関す

る通知, （931ページ）
メッセージがスパム隔離にルーティングされた

ときに、その宛先のユーザに通知を送信しま

す。

通知にはスパム隔離へのリンクを含めることが

できます。
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参照先目的

セーフリストおよびブロックリストを使用した

送信者に基づく電子メール配信の制御, （917
ページ）

ユーザが、安全であると判断した送信者、およ

びスパムまたはその他の無用なメールを送信す

ると判断した送信者の電子メールアドレスとド

メインを指定できるようにします。

スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの認証オプション

メールボックス認証では、ユーザが電子メールエイリアス宛てのメッセージを表示すること

はできません。

（注）

操作手順エンドユーザによるスパム隔離へのアクセスの

場合

1 [エンドユーザ隔離アクセス（End User
Quarantine Access）]設定で、[LDAP]、
[SAML 2.0]または [メールボックス
（IMAP/POP）（Mailbox (IMAP/POP)）]を
選択します。

2 [スパム通知（SpamNotifications）]設定で、
[隔離へのアクセスに証明書なしのログイン
を有効にする（Enable loginwithout credentials
for quarantine access）]の選択を解除します。

Webブラウザから直接アクセス、認証必須

および

通知内のリンク経由でアクセス、認証必須

1 [エンドユーザ隔離アクセス（End User
Quarantine Access）]設定で、[LDAP]、
[SAML 2.0]または [メールボックス
（IMAP/POP）（Mailbox (IMAP/POP)）]を
選択します。

2 [スパム通知（SpamNotifications）]設定で、
[隔離へのアクセスに証明書なしのログイン
を有効にする（Enable loginwithout credentials
for quarantine access）]をオンにします。

Webブラウザから直接アクセス、認証必須

および

通知内のリンク経由でアクセス、認証不要

[エンドユーザ隔離アクセス（EndUserQuarantine
Access）]設定で、認証方式として [なし
（None）]を選択します。

通知内のリンク経由でのみアクセス、認証不要
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操作手順エンドユーザによるスパム隔離へのアクセスの

場合

[エンドユーザ隔離アクセス（EndUserQuarantine
Access）]設定で、[エンドユーザの隔離へのア
クセスを有効にする（EnableEnd-UserQuarantine
Access）]の選択を解除します。

アクセスなし

LDAP 認証プロセス
1 ユーザは、自分のユーザ名とパスフレーズをWeb UIログインページに入力します。
2 スパム隔離は、匿名検索を実行するように、または指定された「サーバログイン」DNとパス
フレーズによる認証ユーザとして、指定されたLDAPサーバに接続します。ActiveDirectoryの
場合、一般に「グローバルカタログポート」（6000番台）上でサーバ接続を確立する必要が
あり、検索を実行するために、スパム隔離がバインドできる低い特権LDAPユーザを作成する
必要があります。

3 次に、スパム隔離は、指定された BaseDNとクエリストリングを使用してユーザを検索しま
す。ユーザの LDAPレコードが見つかると、スパム隔離は、そのレコードの DNを抽出し、
ユーザレコードのDNと最初にユーザが入力したパスフレーズを使用してディレクトリへのバ
インドを試みます。このパスフレーズチェックに成功すると、ユーザは正しく認証されます。

しかしまだ、スパム隔離は、そのユーザに対してどのメールボックスの内容を表示するのか決

定する必要があります。

4 メッセージは、受信者のエンベロープアドレスを使用してスパム隔離に保管されます。ユーザ

のパスフレーズが LDAPに対して検証された後、スパム隔離は、「プライマリ電子メール属
性」を LDAPレコードから取得して、どのエンベロープアドレスの隔離されたメッセージを
表示する必要があるのか決定します。「プライマリ電子メール属性」には、電子メールアドレ

スが複数格納されている場合があり、これらのアドレスを使用して、隔離からどのエンベロー

プアドレスが認証ユーザに対して表示される必要があるのか決定されます。

IMAP/POP 認証プロセス
1 メールサーバ設定に応じて、ユーザは、自分のユーザ名（joe）または電子メールアドレス
（joe@example.com）と、パスフレーズをWeb UIログインページに入力します。ユーザに電
子メールアドレスをフルに入力する必要があるのか、ユーザ名だけを入力すればよいのか知ら

せるために、ログインページメッセージを変更できます（スパム隔離へのエンドユーザアク

セスの設定, （928ページ）を参照）。
2 スパム隔離は、IMAPサーバまたはPOPサーバに接続し、入力されたログイン名（ユーザ名ま
たは電子メールアドレス）とパスフレーズを使用して IMAP/POPサーバへのログインを試み
ます。パスフレーズが受け入れられると、そのユーザは認証されたと見なされ、スパム隔離は

ただちに IMAP/POPサーバからログアウトします。
3 ユーザが認証された後、スパム隔離は、ユーザの電子メールアドレスに基づいて、そのユーザ

宛の電子メールのリストを作成します。
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スパム隔離の設定において、修飾のないユーザ名（joeなど）に追加するドメインを指定
している場合は、このドメインを後ろに追加してできる完全修飾電子メールアドレスを

使用して、隔離エリア内の一致するエンベロープが検索されます。

•

•それ以外の場合、スパム隔離は、入力された電子メールアドレスを使用して、一致する
エンベロープを検索します。

IMAPの詳細については、ワシントン大学のWebサイトを参照してください。

http://www.washington.edu/imap/

Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

『Cisco Content Security Management
Appliance Guide』の「SSO Using SAML
2.0」セクションを参照してください。

スパム管理機能へのエンドユーザアクセスのさまざまな認証

方式について、利点と制限事項を把握します。

ステップ 1   

LDAPを使用してエンドユーザを認証する場合は、[システム
管理（System Administration）] > [LDAP] > [LDAPサーバプロ

ステップ 2   

ファイル（LDAPServer Profile）]ページの [スパム隔離エンド
ユーザ認証クエリー（Spam Quarantine End-User Authentication
Query）]設定などで、LDAPサーバプロファイルを設定しま
す。

例：
If you will authenticate end users using SAML 2.0 (SSO),
configure the settings on the
System Administration > SAML page.

スパム隔離へのエンドユーザアクセス

の設定, （928ページ）
スパム隔離へのエンドユーザアクセスを設定します。ステップ 3   

スパム隔離へのエンドユーザアクセス

用 URLの決定, （930ページ）
スパム隔離へのエンドユーザアクセスのURLを決定します。ステップ 4   

スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定

管理ユーザは、エンドユーザアクセスがイネーブルにされているかどうかに関わらず、スパム隔

離にアクセスできます。
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はじめる前に

スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの認証オプション,（926ページ）で要件を参照して
ください。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択します。
ステップ 2 [スパム隔離（Spam Quarantine）]セクションの [隔離名（Quarantine Name）]カラムにある [スパム隔離

（Spam Quarantine）]リンクをクリックします。
ステップ 3 [エンドユーザ隔離アクセス（End-User Quarantine Access）]セクションまでスクロールします。
ステップ 4 [エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする（Enable End-User Quarantine Access）]を選択します。
ステップ 5 エンドユーザが隔離されたメッセージを表示しようとしたときに、エンドユーザの認証に使用する方式

を指定します。

追加情報選択オプション

—なし

認証に LDAPディレクトリを使用しないサイトの場合、隔離は、ユー
ザの電子メールアドレスとパスフレーズの正当性を、それらのユーザ

のメールボックスが保持されている標準ベースの IMAPまたは POP
サーバに対して検証することもできます。

スパム隔離にログインするとき、エンドユーザは自身の完全な電子

メールアドレスとメールボックスのパスフレーズを入力します。

POPサーバがバナー内でAPOPサポートをアドバタイズしている場合、
セキュリティ上の理由から（つまり、パスフレーズが平文で送信され

るのを回避するために）、CiscoアプライアンスはAPOPのみを使用し
ます。一部またはすべてのユーザに対して APOPがサポートされてい
ない場合は、APOPをアドバタイズしないように POPサーバを設定す
る必要があります。

サーバで SSLを使用するように設定している場合は、SSLを選択しま
す。ユーザがユーザ名だけを入力した場合に、電子メールアドレスを

自動入力するために追加するドメインを指定できます。「権限のない

ユーザ名にドメインを追加（AppendDomain toUnqualifiedUsernames）」
するには、ログインするユーザ用のエンベロープのドメインを入力し

ます。

メールボックス（IMAP/POP）

このトピックの「はじめる前に」で触れたセクションの説明に従って、

LDAPを設定します。
LDAP
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追加情報選択オプション

スパム隔離用のシングルサインオンを有効にします。

このオプションを使用する前に、[管理アプライアンス（Management
Appliance）] > [システム管理（System Administration）] > [SAML]ペー
ジのすべての設定が行われていることを確認します。『Cisco Content
Security Management Appliance Guide』の「SSO Using SAML 2.0」のセク
ションを参照してください。

SAML 2.0

ステップ 6 メッセージが解放される前に、メッセージ本文を表示するかどうかを指定します。

このチェックボックスをオンにすると、ユーザは、スパム隔離ページからメッセージ本文を表示できなく

なります。この場合、隔離されたメッセージの本文を表示するには、そのメッセージを解放してから、

ユーザのメールアプリケーション（Microsoft Outlookなど）で表示する必要があります。この機能は、ポ
リシーおよび規制（表示したすべての電子メールをアーカイブすることが要求されている場合など）への

コンプライアンスの目的で使用できます。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

スパム隔離へのエンドユーザアクセス用 URL の決定
エンドユーザがスパム隔離に直接アクセスするために使用できるURLは、マシンのホスト名と、
隔離が有効になっている IPインターフェイス上の設定（HTTP/Sとポート番号）から作成されま
す。たとえば、HTTP://mail3.example.com:82となります。

エンドユーザに表示されるメッセージ

通常、エンドユーザにはスパム隔離内にある自身のメッセージだけが表示されます。

アクセス方法（通知経由またはWebブラウザから直接）と認証方式（LDAPまたは IMAP/POP）
によっては、スパム隔離内にある複数の電子メールアドレス宛のメールが表示される場合があり

ます。

LDAP認証を使用する場合、LDAPディレクトリ内でプライマリ電子メール属性に複数の値が設
定されていると、それらの値（アドレス）のすべてがユーザに関連付けられます。したがって、

検疫エリア内には、LDAPディレクトリでエンドユーザに関連付けられたすべての電子メールア
ドレス宛の検疫されたメッセージが存在します。

認証方式が IMAP/POPの場合、またはユーザが通知から直接隔離にアクセスした場合は、そのユー
ザの電子メールアドレス（または通知の送信先アドレス）宛のメッセージのみが隔離に表示され

ます。

メンバーになっているエイリアスに送信されたメッセージについては、受信者の電子メールのメー

リングリストエイリアスおよびスパム通知, （932ページ）を参照してください。
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エンドユーザへの隔離されたメッセージに関する通知

特定またはすべてのユーザに、スパム隔離内にスパムまたはその疑いのあるメッセージがあるこ

とを通知する電子メールを送信するように、システムを設定できます。

デフォルトでは、そのユーザの隔離されたメッセージがスパム通知に表示されます。ユーザがス

パム隔離内の隔離されたメッセージを表示できるように、リンクを通知に含めることもできます。

このリンクに有効期限はありません。ユーザは隔離されたメッセージを確認し、自分の受信箱に

配信するか、削除するかを決定できます。

クラスタ設定では、マシンレベルでのみ通知を受信するユーザを選択できます。（注）

はじめる前に

•エンドユーザが通知に表示されるメッセージを管理するには、スパム隔離にアクセスできる
必要があります。スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定,（928ページ）を参照してく
ださい。

•通知を使用してスパムを管理するための認証オプションを把握します。スパム管理機能にア
クセスするエンドユーザの認証オプション, （926ページ）を参照してください。

•エンドユーザが複数のエイリアスで電子メールを受信する場合については、受信者の電子
メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知, （932ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択します。
ステップ 2 [スパム隔離（Spam Quarantine）]セクションの [隔離名（Quarantine Name）]カラムにある [スパム隔離

（Spam Quarantine）]リンクをクリックします。
ステップ 3 [スパム通知（Spam Notifications）]セクションまでスクロールします。
ステップ 4 [スパム通知を有効にする（Enable Spam Notification）]を選択します。
ステップ 5 オプションを指定します。

メッセージ本文をカスタマイズするには、次の手順を実行します。

a) （任意）デフォルトのテキストおよび変数をカスタマイズします。
変数を挿入するには、挿入する位置にカーソルを置いて、右側のメッセージ変数リストで変数の名前

をクリックします。または変数を入力します。

次のメッセージ変数は、特定のエンドユーザに対応した実際の値に展開されます。

• [新規メッセージ数（New Message Count）]（%new_message_count%）：ユーザの最後のログイン
以後の新しいメッセージの数。

• [総メッセージ数（Total Message Count）]（%total_message_count%）：スパム隔離内にあるこの
ユーザ宛のメッセージの数。
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• [メッセージ保存期間（Days Until Message Expires）]（%days_until_expire%）

• [隔離 URL（Quarantine URL）]（%quarantine_url%）：隔離にログインし、メッセージを表示する
ための URL。

• [ユーザ名（Username）]（%username%）

• [新しいメッセージテーブル（NewMessage Table）]（%new_quarantine_messages%）：ユーザの新
しい隔離メッセージのリスト。送信者、メッセージ件名、日付、およびメッセージをリリースす

るリンクを示します。ユーザは、メッセージ件名をクリックしてスパム隔離のメッセージを表示

します。

• [新しいメッセージテーブル（件名なし）]（%new_quarantine_messages_no_subject%）：[新しい
メッセージテーブル（New Message Table）]と似ていますが、各メッセージの件名の場所には
[メッセージの表示（View Message）]リンクのみが表示されています。

b) このページの [エンドユーザ隔離アクセス（End User Quarantine Access）]セクションで認証方式を有効
にしている場合は、次を実行します。

•通知内のリンクをクリックしてアクセスしたユーザを自動的にスパム隔離にログインさせるには、
[隔離へのアクセスに証明書なしのログインを有効にする（Enable loginwithout credentials for quarantine
access）]を選択します。エンドユーザは、通知の [リリース（Release）]リンクをクリックするだ
けでメッセージをリリースできます。

•通知内のリンクをクリックしてアクセスしたユーザにスパム隔離へのログインを要求する場合は、
このオプションの選択を解除します。エンドユーザは、通知の [リリース（Release）]リンクをク
リックするだけではメッセージをリリースできません。

c) [メッセージのプレビュー（Preview Message）]をクリックして、メッセージの内容を確認します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

次の作業

これらの通知を確実に受信できるように、エンドユーザにスパム隔離からの通知電子メールの差

出人アドレスを各自のメールアプリケーション（Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbirdなど）の
迷惑メール設定にある「ホワイトリスト」に追加することを推奨してください。

受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知

電子メールが隔離されている各エンベロープ受信者（メーリングリストおよびその他のエイリア

スを含む）に通知を送信できます。メーリングリストごとに 1つの要約を受信します。メーリン
グリストに通知を送信すると、リストの購読者全員に通知が届きます。複数の電子メールエイリ

アスに属するユーザ、通知を受信する LDAPグループに属するユーザ、または複数の電子メール
アドレスを使用するユーザは、複数のスパム通知を受信する場合があります。次の表に、ユーザ

が複数の通知を受け取る状況の例を示します。
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表 81：アドレス/エイリアスに応じた通知数

通知エイリアス電子メールアドレスユーザ（User）

1—sam@example.comSam

4dev@example.com

qa@example.com

pm@example.com

mary@example.comMary

3hr@example.comjoe@example.com、
admin@example.com

Joe

LDAP認証を使用する場合、メーリングリストエイリアスに通知を送信しないように選択するこ
とができます。または、メーリングリストエイリアスにスパム通知を送信することを選択した場

合、複数の通知が送信されないようにすることができます。 スパム隔離のエイリアス統合クエ

リ, （805ページ）を参照してください。

アプライアンスが電子メール通知にスパム隔離のエイリアス統合クエリを使用していない限り、

通知内のリンクをクリックしてスパム隔離にアクセスしたユーザに、そのエンドユーザが所有す

る他のエイリアス宛の隔離対象メッセージは表示されません。アプライアンスで処理した後に展

開される配布リストに通知が送信された場合、複数の受信者がそのリストの同じ隔離にアクセス

できます。

つまり、各メーリングリストの購読者は、全員が同じ通知を受信することになり、その検疫にロ

グインしてメッセージを解放したり、削除したりできます。この場合、エンドユーザが隔離にア

クセスして、通知に示されたメッセージを表示しようとしても、それらのメッセージは他のユー

ザによってすでに削除されている可能性もあります。

LDAPを使用していない場合で、エンドユーザが複数の電子メール通知を受信することがない
ようにする必要がある場合は、通知をディセーブルにすることを検討します。この場合、代わ

りとして、エンドユーザが検疫に直接アクセスできるようにし、LDAPまたは POP/IMAPで
認証します。

（注）

通知のテスト

テスト用のメールポリシーを設定し、単一のユーザに対してのみスパムを隔離することで通知を

テストできます。その後、スパム隔離の通知設定で、[スパム通知を有効にする（Enable Spam
Notification）]チェックボックスをオンにし、[エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする
（Enable End-UserQuarantineAccess）]チェックボックスをオフにします。これにより、[バウンス
されたメッセージの送信先（Deliver Bounced Messages To）]フィールドに設定された管理者だけ
が、隔離内の新しいスパムについて通知されます。
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スパム通知のトラブルシューティング

ユーザが複数の通知を受信する

問題

ユーザが 1つのメッセージに対して複数のスパム通知を受信します。

ソリューション

考えられる原因：

•ユーザが複数の電子メールアドレスを所有し、スパムメッセージがその内の 2つ以上のア
ドレスに送信されました。

•ユーザが、スパムメッセージを受信した1つ以上の電子メールエイリアスのメンバーです。
重複を最小限にするための詳細については、受信者の電子メールのメーリングリストエイ

リアスおよびスパム通知, （932ページ）を参照してください。

受信者が通知を受信しない

問題

受信者にスパム通知が届きません。

ソリューション

•スパム受信者ではなく [バウンスメッセージの送信先：（Deliver Bounce Messages To:）]のア
ドレスに通知が送信される場合は、スパム通知が有効になっていても、スパム隔離へのアク

セスが有効になっていないことを意味します。スパム管理機能にアクセスするエンドユーザ

の認証オプション, （926ページ）を参照してください。

•ユーザに各自の電子メールクライアントの迷惑メール設定を確認してもらいます。

スパム隔離内のメッセージの管理
ここでは、ローカルまたは外部のスパム隔離内にあるメッセージの操作方法について説明します。

管理ユーザはスパム隔離内のすべてのメッセージを表示および管理できます。

スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）

管理ユーザはスパム隔離内のすべてのメッセージを表示および管理できます。
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スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択し、[メッセージ（Messages）]カラムの数
字をクリックします。

ステップ 2 スパム隔離が別のブラウザウィンドウで開きます。

スパム隔離内でのメッセージの検索

ステップ 1 エンベロープ受信者を指定します。

アドレスの一部を入力できま

す。

（注）

ステップ 2 入力した受信者に検索結果が厳密に一致する必要があるか、あるいは入力した値が検索結果のアドレスの

一部、先頭、または末尾のいずれと一致する必要があるかを選択します。

ステップ 3 検索の対象期間を入力します。カレンダーアイコンをクリックして、日付を選択します。

ステップ 4 差出人アドレスを指定し、入力した値が検索結果のアドレスの一部、全体、先頭、または末尾のいずれと

一致する必要があるかを選択します。

ステップ 5 [検索（Search）]をクリックします。検索基準に一致するメッセージがページの [検索（Search）]セクショ
ンの下に表示されます。

大量メッセージの検索

スパム隔離内に大量のメッセージが収集されている場合、および検索条件が絞り込まれていない

場合、クエリーの結果が返されるまでに非常に長い時間がかかる可能性があり、場合によっては

タイムアウトします。

その場合、検索を再実行するかどうか確認されます。大量の検索が同時に複数実行されると、パ

フォーマンスに悪影響を与える可能性があることに注意してください。

スパム隔離内のメッセージの表示

メッセージのリストにより、スパム隔離内のメッセージが表示されます。一度に表示されるメッ

セージの件数を選択できます。列見出しをクリックすることにより、表示をソートできます。同

じ列を再びクリックすると、逆順にソートされます。

メッセージの件名をクリックしてメッセージを表示します。これには、本文とヘッダーが含まれ

ます。メッセージは、[メッセージの詳細（MessageDetails）]ページに表示されます。メッセージ
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の最初の 20 KBが表示されます。メッセージがそれよりも長い場合、表示は 20 KBで打ち切ら
れ、メッセージの最後にあるリンクからメッセージをダウンロードできます。

[メッセージの詳細（Message Details）]ページから、メッセージを削除したり（[削除（Delete）]
を選択）、[リリース（Release）]を選択してメッセージを解放したりできます。メッセージを解
放すると、そのメッセージは配信されます。

メッセージについてさらに詳細な情報を表示するには、[メッセージトラッキング（Message
Tracking）]リンクをクリックします。

次の点に注意してください。

•添付ファイルを含むメッセージの表示

添付ファイルを含むメッセージを表示すると、メッセージの本文が表示された後、添付ファ

イルのリストが続いて表示されます。

• HTMLメッセージの表示

スパム隔離では、HTMLベースのメッセージは近似で表示されます。画像は表示されませ
ん。

•エンコーディングされたメッセージの表示

Base64でエンコーディングされたメッセージは、復号化されてから表示されます。

スパム隔離内のメッセージの配信

メッセージをリリースして配信するには、リリースする 1つまたは複数のメッセージの隣にある
チェックボックスをクリックし、ドロップダウンメニューから [リリース（Release）]を選択しま
す。その後、[送信（Submit）]をクリックします。

ページに現在表示されているすべてのメッセージを自動で選択するには、見出し行にあるチェッ

クボックスをクリックします。

リリースされたメッセージは、それ以降の電子メールパイプライン内の作業キューの処理をス

キップして、宛先キューへ直接進みます。

スパム隔離からのメッセージの削除

スパム隔離では、メッセージが一定時間後に自動で削除されるように設定できます。また、スパ

ム隔離が最大サイズに達したら、古いものから順にメッセージが自動で削除されるように設定す

ることもできます。スパム隔離からメッセージを手動で削除することも可能です。

個別のメッセージを削除するには、削除するメッセージの隣にあるチェックボックスをクリック

し、ドロップダウンメニューから [削除（Delete）]を選択します。その後、[送信（Submit）]を
クリックします。ページに現在表示されているすべてのメッセージを自動で選択するには、見出

し行にあるチェックボックスをクリックします。

スパム隔離内のすべてのメッセージを削除するには、その隔離をディセーブルにし（外部スパム

隔離の無効化について,（937ページ）を参照）、[すべてのメッセージを削除（DeleteAllMessages）]

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
936

スパム隔離

スパム隔離内のメッセージの配信



リンクをクリックします。リンクの末尾にある括弧内の数字は、スパム隔離内のメッセージの件

数です。

スパム隔離のディスク領域
デフォルトでは、スパム隔離内のメッセージは一定期間後に自動的に削除されます。検疫エリア

が満杯になった場合は、古いスパムから削除されます。

外部スパム隔離の無効化について
スパム隔離をディセーブルにする場合は、次を参照してください。

•ディセーブルになっているスパム隔離内にメッセージが存在する場合は、すべてのメッセー
ジの削除を選択できます。

•スパムまたはその疑いのあるメッセージを隔離するように設定されたメールポリシーは、
メッセージを配信するように設定が変更されます。メールポリシーの調整が必要になる場合

があります。

•外部スパム隔離を完全にディセーブルにするには、Eメールセキュリティアプライアンスと
セキュリティ管理アプライアンスの両方でディセーブルにします。

Eメールセキュリティアプライアンスのみで外部スパム隔離をディセーブルにしても、外部隔離
またはそのメッセージとデータは削除されません。

スパム隔離機能のトラブルシューティング
•セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング, （924ページ）

•スパム通知のトラブルシューティング, （934ページ）

•メッセージテキストが正しく表示されることの確認, （916ページ）
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第 34 章

管理タスクの分散

この章は、次の項で構成されています。

• ユーザアカウントを使用する作業, 939 ページ

• 委任管理のためのカスタムユーザロールの管理, 946 ページ

• パスフレーズ, 955 ページ

• Eメールセキュリティアプライアンスへのアクセスの設定, 962 ページ

• 管理ユーザへのメッセージの表示, 967 ページ

• セキュアシェル（SSH）キーの管理, 968 ページ

• 管理ユーザアクセスのモニタリング, 970 ページ

ユーザアカウントを使用する作業
Ciscoアプライアンスには、ユーザアカウントを追加する 2つの方法があります。Ciscoアプライ
アンス自体でユーザアカウントを作成する方法と、LDAPまたは RADIUSディレクトリなどの独
自の中央認証システムを使用してユーザ認証を有効にする方法です。ユーザと外部認証ソースへ

の接続を管理するには、GUIで [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ペー
ジを使用します（または、CLIでuserconfigコマンドを使用します）。ユーザを認証するために外
部ディレクトリを使用することについては、外部認証（External Authentication）, （957ページ）
を参照してください。

必要に応じて、次を使用して、特定のユーザロールに二要素認証を有効にできます。

• 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。二要素認証, （961ページ）を参照してください。

• CLIでの 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。
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システムのデフォルトのユーザアカウントである adminはすべての管理権限を持っています。
adminユーザアカウントは削除できませんが、パスフレーズを変更してアカウントをロックする
ことはできます。

新しいユーザアカウントを作成する場合は、そのユーザを定義済みのユーザロールまたはカスタ

ムユーザロールに割り当てます。各ロールには、システム内での異なるレベルの権限が含まれま

す。

アプライアンスで作成できる各ユーザアカウントの数に制限はありませんが、システムで予約さ

れている名前とユーザアカウントは作成できません。たとえば、「operator」や「root」という名
前のユーザアカウントは作成できません。

ユーザの役割

表 82：ユーザロールの一覧

説明ユーザロール

adminユーザはシステムのデフォルトユーザアカウントであり、すべ
ての管理権限を持っています。便宜上、adminユーザアカウントをこ
こに記載しましたが、これはユーザロールを使用して割り当てること

はできず、パスワードの変更以外、編集や削除もできません。

resetconfigコマンドと revertコマンドを発行できるのは、adminユーザ
だけです。

admin

Administratorロールを持つユーザアカウントはシステムのすべての設
定に対する完全なアクセス権を持っています。ただし、resetconfigコマ
ンドと revertコマンドにアクセスできるのは adminユーザだけです。

AsyncOSは、GUIから Eメールセキュリティアプライアン
スを同時に設定する複数の管理者をサポートしません。

（注）

管理者（Administrator）
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説明ユーザロール

Technicianロールを持つユーザアカウントはシステムのアップグレー
ド、アプライアンスの再起動、ライセンスキーの管理を実行できます。

Technicianは、アプライアンスをアップグレードするために以下の処理
も実行できます。

•電子メールの配信および受信の一時停止。

•ワークキューとリスナーのステータスの表示。

•設定ファイルの保存および電子メール送信。

•セーフリストとブロックリストのバックアップ。Technicianはこ
れらのリストを復元できません。

•クラスタからのアプライアンスの接続解除。

• Ciscoテクニカルサポートへのリモートサービスアクセスの有効
化または無効化。

•サポート要求の申請。

専門技術者

Operatorロールを持つユーザアカウントは次のことができません。

•ユーザアカウントの作成または編集。

• resetconfigコマンドの発行。

•アプライアンスのアップグレード

• systemsetupコマンドの発行またはシステム設定ウィザードの実
行。

• adminaccessconfigコマンドの発行。

•隔離機能の実行（作成、編集、削除、および隔離の中央集中を含
む）。

•ユーザ名とパスフレーズ以外のLDAPサーバプロファイル設定の
変更（LDAPが外部認証に対して有効になっている場合）。

これら以外は、Administratorロールと同じ権限を持ちます。

演算子

Guestロールを持つユーザアカウントはステータス情報とレポートだ
けを参照できます。Guestロールを持つユーザは、アクセスが隔離でイ
ネーブルの場合、隔離エリア内のメッセージを管理できます。Guest
ロールを持つユーザはメッセージトラッキングにアクセスできません。

ゲスト
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説明ユーザロール

Read-OnlyOperatorロールを持つユーザは、設定情報を参照するアクセ
ス権を持っています。Read-OnlyOperatorロールを持つユーザは、機能
の設定方法を確認するために変更を行って送信できますが、保存でき

ません。このロールのユーザは、アクセスが隔離でイネーブルの場合、

隔離エリア内のメッセージを管理できます。

このロールのユーザは、以下にはアクセスできません。

•ファイルシステム、FTP、SCP。

•作成、編集、削除、または隔離の中央集中の設定。

Read-Only Operator

HelpDeskUserロールを持つユーザがアクセスできるのは次のものに制
限されます。

•メッセージトラッキング。

•隔離エリア内のメッセージの管理。

このロールを持つユーザは、CLIを含めたこれ以外のシステムにはア
クセスできません。このロールのユーザがそのデバイスを管理する前

に、各隔離アクセスをイネーブルにする必要があります。

Help Desk User

Custom user roleを持つユーザアカウントはそのロールに割り当てられ
ている電子メールセキュリティ機能にのみアクセスできます。アクセ

スできる機能は、DLPポリシー、電子メールポリシー、レポート、隔
離、ローカルメッセージトラッキング、暗号化プロファイル、および

トレースデバッグツールの任意の組み合わせになります。ユーザは、

機能のグローバルなイネーブル化を含むシステム設定機能にアクセス

できません。Custom user roleを定義できるのは管理者だけです。詳細
については、委任管理のためのカスタムユーザロールの管理, （946
ページ）を参照してください。

Custom user roleに割り当てられているユーザは、CLIにアク
セスできません。

（注）

Custom user role

上記の表に定義されているロールはすべて GUIと CLIの両方にアクセスできます。ただし、Help
Desk Userロールとカスタムユーザロールは GUIにのみアクセスできます。

ユーザを認証するために LDAPディレクトリを使用する場合は、ユーザロールに個々のユーザで
はなくディレクトリグループを割り当てます。ユーザロールにディレクトリグループを割り当

てると、そのグループの各ユーザはそのユーザロールで定義された権限を受け取ります。詳細に

ついては、外部認証（External Authentication）, （957ページ）を参照してください。
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ユーザの管理

[ユーザ（Users）]ページには、システムの既存のユーザが一覧（ユーザ名、氏名、およびユーザ
タイプまたはグループを含む）で表示されます。

[ユーザ（Users）]ページからは、次の操作が行えます。

•新しいユーザの追加。詳細については、ユーザの追加,（943ページ）を参照してください。

•ユーザの削除。詳細については、ユーザの削除, （945ページ）を参照してください。

•ユーザの編集。ユーザのパスフレーズの変更、ユーザのアカウントのロックおよびロック解
除など。詳細については、ユーザの編集, （944ページ）を参照してください。

•ユーザにパスフレーズの変更を強制します。ユーザにパスフレーズの変更を強制,（944ペー
ジ）を参照してください。

•ローカルアカウント用のユーザアカウントとパスフレーズ設定値の設定。詳細については、
制限的なユーザアカウントとパスフレーズの設定値の構成,（956ページ）を参照してくださ
い。

•ユーザを認証するためにLDAPまたはRADIUSディレクトリを使用するようアプライアンス
をイネーブルにする。詳細については、外部認証（External Authentication）, （957ページ）
を参照してください。

•特定のユーザロールに二要素認証を有効にします。詳細については、二要素認証,（961ペー
ジ）を参照してください。

•メッセージトラッキング内の DLP Matched Contentへの管理者以外のアクセスをイネーブル
にする。詳細については、メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御,（945
ページ）を参照してください。

ユーザの追加

はじめる前に

•ユーザが使用するユーザロールを設定します。

◦定義済みのユーザロールについては、ユーザの役割, （940ページ）を参照してくださ
い。

◦カスタムロールを作成するには、委任管理のためのカスタムユーザロールの管理, （
946ページ）を参照してください。
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•パスフレーズの要件を指定します。制限的なユーザアカウントとパスフレーズの設定値の構
成, （956ページ）を参照してください。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザを追加（Add User）]をクリックします。
ステップ 3 ユーザのログイン名を入力します。一部の単語（「operator」や「root」など）が予約されています。
ステップ 4 ユーザの氏名を入力します。

ステップ 5 定義済みのユーザロールまたはカスタムユーザロール（Custom user role）を選択します。
ステップ 6 パスフレーズを生成するか、または入力します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

ユーザの編集

パスフレーズなどを変更するには、この手順を使用します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザ（Users）]一覧でユーザの名前をクリックします。
ステップ 3 ユーザに対して変更を行います。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

ユーザにパスフレーズの変更を強制

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザ（Users）]一覧からユーザを選択します。
ステップ 3 [パスフレーズ変更を適用（Enforce Passphrase Change）]をクリックします。
ステップ 4 次回のログイン時または指定した期間（日数）が経過した後にユーザがパスフレーズを変更する必要があ

るかどうかを選択します。

ステップ 5 （任意）指定した期間が経過した後にパスフレーズの変更を適用する場合は、パスフレーズの期限切れ後

にパスフレーズをリセットするまでの猶予期間（日数）を設定します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
ステップ 7 変更を送信し、保存します。
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ユーザの削除

ステップ 1 [ユーザ（Users）]一覧でユーザの名前に対応するゴミ箱アイコンをクリックします。
ステップ 2 表示される警告ダイアログで [削除（Delete）] をクリックして削除を確認します。
ステップ 3 変更を保存します。

メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御

機密情報が含まれている可能性のあるメッセージの詳細に対し、管理アクセスを制限することが

必要になる場合があります。

•データ損失防止（DLP）ポリシーに違反するメッセージには、企業の秘密情報、またはクレ
ジットカード番号や医療記録を含む個人情報などの情報が含まれている可能性があります。

デフォルトでは、この内容は、アプライアンスへのアクセスを持つすべてのユーザが閲覧可

能です。

•アウトブレイクフィルタ、または URLレピュテーションもしくはカテゴリに基づくコンテ
ンツフィルタによって捕捉される URLも、機密性が高いと見なされる場合があります。デ
フォルトでは、この内容を閲覧できるのは、管理者特権を持つユーザのみです。

この機密性の高い内容は、メッセージトラッキング結果に表示されたメッセージの [メッセージ
の詳細（Message Details）]ページにある専用のタブに表示されます。

これらのタブとその内容は、管理ユーザに対し、そのユーザロールに基づいて非表示にできま

す。ただし、管理者ロールを持つユーザに対してこの機密性の高い内容を非表示にするオプショ

ンはありますが、管理者ロールを持つユーザは、これらの権限を変更できるため、機密性の高い

情報をいつでも閲覧することができます。

はじめる前に

これらの機能の前提条件を満たしていることを確認します。メッセージトラッキングの URL詳
細の表示, （439ページ）を参照してください。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページに移動します。
ステップ 2 [メッセージトラッキング内の機密情報へのアクセス（Access to Sensitive Information in Message Tracking）]

で、[設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 機密情報のタイプごとに、データへのアクセス権を付与するロールを選択します。

メッセージトラッキングにアクセスできないカスタムロールはこの情報を見ることができないため、表

示されません。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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委任管理のためのカスタムユーザロールの管理
カスタムユーザロールを設計し、組織内でのそれぞれのロールに一致した特定の責任をユーザに

委任することができます。委任管理者は、それぞれが責任を負う電子メールセキュリティ機能に

のみアクセスでき、それぞれのロールに関連しないシステム設定機能にはアクセスできません。

委任管理を行うことで、アプライアンスの電子メールセキュリティ機能に対するユーザのアクセ

スを、定義済みの Administrator、Operator、および Help Desk Userロールより柔軟に制御できるよ
うになります。

たとえば、Eメールセキュリティアプライアンスの特定ドメインの電子メールポリシーの管理に
関与しているユーザがいる場合に、それらのユーザに、定義済みの Administratorおよび Operator
ロールで付与されるシステム管理やセキュリティサービスの設定機能にはアクセスさせたくない

ことがあります。それぞれのユーザに管理するメールポリシーへのアクセス権限、およびそれら

のポリシーで処理されるメッセージを管理するために使用できる他の電子メールセキュリティ機

能（メッセージトラッキングやポリシー隔離など）を付与できるメールポリシー管理者用のカス

タムユーザロールを作成できます。

GUIで [システム管理（SystemAdministration）] > [ユーザの役割（User Roles）]ページを使用して
（または、CLIで userconfig -> roleコマンドを使用して）、カスタムユーザロールを定義し、そ
れぞれが責任を負う電子メールセキュリティ機能（メールポリシー、DLPポリシー、電子メール
レポート、および隔離など）を管理します。委任管理者が管理できる電子メールセキュリティ機

能の一覧については、アクセス権限の割り当て, （947ページ）を参照してください。カスタム
ロールは、[システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページを使用して、ロー
カルユーザアカウントを追加または編集するときにも作成できます。詳細については、ユーザ

アカウント追加時のカスタムユーザロールの定義, （953ページ）を参照してください。

カスタムユーザロールを作成する際には、そのロールの責任が他の委任管理者の責任と重複しす

ぎないようにする必要があります。たとえば、複数の委任管理者が同じコンテンツフィルタに対

する責任を持ち、そのコンテンツフィルタを異なるメールポリシーで使用する場合、1人の委任
管理者がそのフィルタに加えた変更により、他の委任管理者が管理しているメールポリシーに意

図せぬ悪影響を及ぼすことがあります。

カスタムユーザロールを作成すると、他のユーザロールと同様にローカルユーザと外部認証グ

ループをそのカスタムユーザロールに割り当てることができます。詳細については、ユーザア

カウントを使用する作業,（939ページ）を参照してください。カスタムロールに割り当てられて
いるユーザは CLIにアクセスできないことに注意してください。

[アカウント権限（Account Privileges）] ページ
委任管理者がアプライアンスにログインすると、[アカウント権限（Account Privileges）]ページに
委任管理者が責任を持つセキュリティ機能へのリンク、およびそれぞれのアクセス権限について

の簡単な説明が表示されます。委任管理者は、[オプション（Options）]メニューで [アカウント権
限（AccountPrivileges）]を選択することでこのページに戻ることができます。委任管理者は、Web
ページの上部にあるメニューを使用して、管理する機能にアクセスすることもできます。
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次の図は、メールポリシー、電子メールレポーティング、メッセージトラッキング、および隔

離にアクセスできる委任管理者の [アカウント権限（AccountPrivileges）]ページを示しています。

図 71：委任管理者の [アカウント権限（Account Privileges）] ページ

アクセス権限の割り当て

カスタムユーザロールを作成する場合、委任管理者が責任を負うセキュリティ機能へのアクセス

レベルを定義します。

委任管理者が管理できるセキュリティ機能は以下のとおりです。

•送受信のメールポリシーとコンテンツフィルタ。

•データ消失防止（DLP）ポリシー。

•電子メールレポーティング。

•メッセージトラッキング。

•トレースデバッグツール。

•スパム、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離。

• Cisco Email Encryptionプロファイル。

カスタムユーザロールのアクセスレベルを定義したら、委任管理者が責任を負うことになる具

体的なメールポリシー、コンテンツフィルタ、DLPポリシー、隔離、または暗号化プロファイル
を割り当てる必要があります。

たとえば、異なる DLPポリシーに対して責任を負う 2つの異なる DLPポリシー管理者ロールを
作成できます。1つのロールは企業の秘密保持や許容範囲での使用に関する DLP違反にのみ責任
を負い、他のロールはプライバシー保護に関するDLP違反に責任を負うようにできます。DLPポ
リシーへのアクセスに加えて、これらのカスタムユーザロールにはメッセージデータのトラッ

キング、隔離とレポートの表示に対する権限を割り当てることもできます。それらのロールは、

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
947

管理タスクの分散

アクセス権限の割り当て



メッセージトラッキングの使用において責任を負うポリシーに関連する DLP違反を検索できま
す。

カスタムユーザロールに割り当てることができる責任については、[ユーザの役割（UserRoles）]
ページの [代表管理者用のカスタムのユーザ役割（CustomUser Roles for DelegatedAdministration）]
テーブル内の割り当て済み権限のリンクをクリックして確認できます。カスタムユーザロールの

責任のアップデート, （954ページ）を参照してください。

メールポリシーとコンテンツフィルタ

メールポリシーとコンテンツフィルタのアクセス権限では、Eメールセキュリティアプライア
ンス上の送受信メールポリシーとコンテンツフィルタへの委任管理者のアクセスレベルを定義

します。特定のメールポリシーとコンテンツフィルタをカスタムユーザロールに割り当て、そ

のロールに属する委任管理者、およびOperatorとAdministratorだけがメールポリシーとコンテン
ツフィルタを管理できるようにすることができます。

このアクセス権限を持つすべての委任管理者は、デフォルトの送受信メールポリシーを表示でき

ますが、すべてのアクセス権限を持っている場合のみそれらのポリシーを編集できます。

アクセス権限を持つすべての委任管理者は、それぞれのメールポリシーで使用する新しいコンテ

ンツフィルタを作成できます。委任管理者が作成したコンテンツフィルタは、そのカスタムユー

ザロールに割り当てられているの他の委任管理者が使用できます。いずれのカスタムユーザロー

ルにも割り当てられていないコンテンツフィルタはパブリックであり、メールポリシーのアクセ

ス権限を持つすべての委任管理者が表示できます。Operatorや Administratorが作成したコンテン
ツフィルタは、デフォルトでパブリックです。委任管理者は、それぞれのカスタムユーザロー

ルに割り当てられているメールポリシーの既存のコンテンツフィルタはすべてイネーブルまたは

ディセーブルにできますが、パブリックコンテンツフィルタは変更も削除もできません。

委任管理者が自分のポリシー以外のメールポリシーで使用されているコンテンツフィルタを削除

した場合、またはそのコンテンツフィルタが他のカスタムユーザロールに割り当てられている

場合、AsyncOSはそのコンテンツフィルタをシステムから削除しません。代わりに、AsyncOSは
そのカスタムユーザロールからコンテンツフィルタのリンクを解除し、委任管理者のメールポ

リシーから削除します。そのコンテンツフィルタは、他のカスタムユーザロールとメールポリ

シーでは引き続き使用可能です。

委任管理者は、それぞれのコンテンツフィルタで任意のテキストリソースやディクショナリを使

用できますが、GUIで [テキストリソース（Text Resources）]ページや [ディクショナリ
（Dictionaries）]ページにアクセスして、それらを表示または変更することはできません。委任管
理者は、新しいテキストリソースやディクショナリを作成することもできません。

送信メールポリシーの場合、委任管理者はDLPポリシーをイネーブルまたはディセーブルできま
すが、DLPポリシーの権限も持っている場合を除き、DLPの設定をカスタマイズすることはでき
ません。

メールポリシーとコンテンツフィルタ用の以下のアクセスレベルのいずれかをカスタムユーザ

ロールに割り当てることができます。

•アクセスなし（Noaccess）：委任管理者は、Eメールセキュリティアプライアンスのメール
ポリシーとコンテンツフィルタを表示も編集もできません。
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•割り当てられた隔離を表示、割り当てられた隔離を編集（View assigned, edit assigned）：委
任管理者はカスタムユーザロールに割り当てられているメールポリシーとコンテンツフィ

ルタを表示および編集でき、新しいコンテンツフィルタを作成できます。委任管理者は、ポ

リシーのスパム対策、ウイルス対策、およびアウトブレイクフィルタの設定を編集できま

す。委任管理者はポリシーに対してそれぞれのコンテンツフィルタをイネーブルにでき、責

任があるものかどうかに関係なく、そのポリシーに割り当てられている既存のコンテンツ

フィルタをディセーブルにできます。委任管理者はメールポリシーの名前、その送信者、受

信者、またはグループを変更することはできません。委任管理者は、それぞれのカスタム

ユーザロールに割り当てられているメールポリシーのコンテンツフィルタの順序を変更で

きます。

•すべてを表示、割り当てられた隔離を編集（View all, edit assigned）：委任管理者は、アプラ
イアンスのすべてのメールポリシーとコンテンツフィルタを表示できますが、そのカスタ

ムユーザロールに割り当てられているもののみ編集できます。

すべてを表示、すべてを編集(フルアクセス)（View all, edit all (full access)）：委任管理者は、アプ
ライアンスのすべてのメールポリシーとコンテンツフィルタ（デフォルトのメールポリシーを

含む）に対するすべてのアクセス権限を持ち、新しいメールポリシーを作成できます。委任管理

者は、すべてのメールポリシーの送信者、受信者、およびグループを変更できます。メールポリ

シーの順序を変更することもできます。

[ユーザの役割（User Roles）]ページの [電子メールセキュリティマネージャ（Email Security
Manager）]または [代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated
Administration）]テーブルを使用して、個々のメールポリシーとコンテンツフィルタをカスタム
ユーザロールに割り当てることができます。

[代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]テーブ
ルを使用したメールポリシーとコンテンツフィルタの割り当ての詳細については、カスタムユー

ザロールの責任のアップデート, （954ページ）を参照してください。

DLP ポリシー
DLPポリシーのアクセス権限では、Eメールセキュリティアプライアンスの DLP Policy Manager
を介した DLPポリシーへの委任管理者のアクセスレベルを定義します。DLPポリシーを特定の
カスタムユーザロールに割り当て、オペレータと管理者に加えて、委任管理者にそれらのポリ

シーを管理させることができます。DLPアクセス権を持つ委任管理者は、データ消失防止のGlobal
Settingsページから DLP設定ファイルをエクスポートできます。

委任管理者がメールポリシー権限も保持している場合は、 DLPポリシーをカスタマイズできま
す。委任管理者は、それぞれの DLPポリシーの任意のカスタム DLPディクショナリを使用でき
ますが、カスタム DLPディクショナリは表示も変更もできません。

DLPポリシー用の以下のアクセスレベルのいずれかをカスタムユーザロールに割り当てること
ができます。

•アクセスなし（No access）：委任管理者は Eメールセキュリティアプライアンスの DLPポ
リシーを表示も編集もできません。
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•割り当てられた隔離を表示（View assigned）、割り当てられた隔離を編集（edit assigned）：
委任管理者は DLP Policy Managerを使用して、カスタムユーザロールに割り当てられてい
る DLPポリシーを表示および編集できます。委任管理者は、DLP Policy Manager内の DLP
ポリシーの名前変更も順序変更もできません。委任管理者はDLP設定をエクスポートできま
す。

•すべてを表示（View all）、割り当てられた隔離を編集（edit assigned）：委任管理者はカス
タムユーザロールに割り当てられている DLPポリシーを表示および編集できます。委任管
理者は DLP設定をエクスポートできます。委任管理者は、そのカスタムユーザロールに割
り当てられていないDLPポリシーをすべて表示できますが、編集することはできません。委
任管理者は、DLP Policy Manager内の DLPポリシーの順序変更やポリシー名の変更はできま
せん。

•すべてを表示、すべてを編集（フルアクセス）（View all, edit all (full access)）：委任管理者
は、アプライアンスのすべてのDLPポリシーに対するすべてのアクセス権限を持ち、新しい
ポリシーを作成することもできます。委任管理者は、DLP Policy Manager内の DLPポリシー
の順序を変更できます。また、アプライアンスで使用する DLPモードを変更できません。

[ユーザの役割（User Roles）]ページの [DLPポリシーマネージャ（DLP Policy Manager）]または
[代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]テーブ
ルを使用して、個々の DLPポリシーをカスタムユーザロールに割り当てることができます。

DLPポリシーやDLP PolicyManagerの詳細については、データ損失の防止, （493ページ）を参照
してください。

[代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]の一覧
を使用して DLPポリシーを割り当てる方法の詳細については、カスタムユーザロールの責任の
アップデート, （954ページ）を参照してください。

電子メールレポーティング

電子メールレポーティングのアクセス権限では、カスタムユーザロールのメールポリシー、コ

ンテンツフィルタ、および DLPポリシーへのアクセス権限に従い、委任管理者が表示できるレ
ポートと [電子メールセキュリティモニタ（Email Security Monitor）]ページを定義します。それ
らのレポートは割り当てられているポリシーに対してフィルタリングされていません。委任管理

者は、自分が責任を負っていないメールと DLPポリシーのレポートを表示できます。

電子メールレポーティング用の以下のアクセスレベルのいずれかをカスタムユーザロールに割

り当てることができます。

•アクセスなし（Noaccess）：委任管理者は、Eメールセキュリティアプライアンスのレポー
トを表示できません。

•関連するレポートを表示（View relevant reports）：委任管理者は、[電子メールセキュリティ
モニタ（EmailSecurityMonitor）]ページにあるそれぞれのメールポリシー、コンテンツフィ
ルタ、および DLPポリシーのアクセス権限に関連するレポートを表示できます。メールポ
リシーとコンテンツフィルタのアクセス権限がある委任管理者は、以下の [電子メールセ
キュリティモニタ（Email Security Monitor）]ページを表示できます。

◦概要
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◦受信メール

◦送信先

◦送信者

◦内部ユーザ

◦コンテンツフィルタ

◦ウイルスアウトブレイク（Virus Outbreaks）

◦ウイルスの種類

◦アーカイブレポート（Archived Reports）

DLPポリシーのアクセス権限がある委任管理者は、以下の [電子メールセキュリティモニタ
（Email Security Monitor）]ページを表示できます。

◦概要

◦ DLPインシデント（DLP Incidents）

◦アーカイブレポート（Archived Reports）

•すべてのレポートを表示（View all reports）：委任管理者は、Eメールセキュリティアプラ
イアンスのすべてのレポートと [電子メールセキュリティモニタ（Email Security Monitor）]
ページを表示できます。

電子メールレポーティングと [電子メールセキュリティモニタ（Email Security Monitor）]の詳細
については、電子メールセキュリティモニタの使用方法, （829ページ）の章を参照してくださ
い。

メッセージトラッキング

メッセージトラッキングのアクセス権限では、カスタムユーザロールに割り当てられている委

任管理者がメッセージトラッキングへのアクセス権限を持つかどうかを定義します。メッセージ

トラッキングには、[システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページで [DLP
トラッキングポリシー（DLP Tracking Policies）]オプションがイネーブルになっていて、カスタ
ムユーザロールに DLPポリシーのアクセス権限もある場合に、組織の DLPポリシー違反となる
可能性があるメッセージの内容も含まれます。

委任管理者はそれぞれに割り当てられているDLPポリシーに対するDLP違反のみ検索できます。

メッセージトラッキングの詳細については、メッセージトラッキング, （877ページ）を参照し
てください。

委任管理者に、メッセージトラッキング内の一致したDLPの内容を表示するためのアクセスを許
可する方法の詳細については、メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御,（945
ページ）を参照してください。
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Trace
トレースのアクセス権限では、カスタムユーザロールに割り当てられている委任管理者がトレー

スを使用して、システムを介したメッセージフローをデバッグできるかどうかを定義します。ア

クセス権限がある委任管理者は、トレースを実行して、生成されるすべての出力を表示できます。

トレース結果は、委任管理者のメールまたはDLPポリシー権限に基づきフィルタリングはされま
せん。

トレースの使用方法の詳細については、テストメッセージを使用したメールフローのデバッグ：

トレース, （1201ページ）を参照してください。

隔離

隔離のアクセス権限では、委任管理者が割り当てられた隔離を管理できるかどうかを定義します。

委任管理者は、割り当てられた隔離内の任意のメッセージを表示して、メッセージの解放や削除

などのアクションを実行できますが、隔離の設定（サイズ、保存期間など）の変更、隔離の作成

や削除はできません。

[モニタ（Monitor）] > [隔離（Quarantines）]ページまたは [ユーザの役割（User Roles）]ページの
[代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]テーブ
ルを使用して、任意の隔離をカスタムユーザロールに割り当てることができます。

管理ユーザに隔離管理タスクを割り当てる方法については、メッセージ処理タスクの他のユーザ

への割り当てについて, （900ページ）とスパム隔離への管理ユーザアクセスの設定, （914ペー
ジ）を参照してください。

[代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]一覧を
使用して隔離を割り当てる方法の詳細については、カスタムユーザロールの責任のアップデー

ト, （954ページ）を参照してください。

暗号化プロファイル

暗号化プロファイルのアクセス権限では、委任管理者がコンテンツフィルタまたはDLPポリシー
の編集時に、それぞれのカスタムユーザロールに割り当てられている暗号化プロファイルを使用

できるかどうかを定義します。暗号化プロファイルは、メールまたはDLPポリシーのアクセス権
限があるカスタムユーザロールにのみ割り当てることができます。カスタムロールに割り当て

られない暗号化プロファイルは、メールまたはDLPポリシー権限を持つすべての委任管理者が使
用できます。委任管理者はいずれの暗号化プロファイルも表示または変更できません。

暗号化プロファイルは、[セキュリティサービス（Security Services）] > [IronPortメール暗号化
（IronPort Email Encryption）]ページを使用して暗号化プロファイルを作成または編集するときに
割り当てることができます。

カスタムユーザロールの定義

GUIで [ユーザの役割（User Roles）]ページを使用して（または CLIで userconfig -> roleコマンド
を使用して）、新しいユーザロールを定義し、そのロールのアクセス権限を割り当てます。[ユー
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ザの役割（User Roles）]ページには、アプライアンスの既存のすべてのカスタムユーザロールと
各ロールのアクセス権限が表示されます。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [User Roles（ユーザの役割）]を選択します。
ステップ 2 [ユーザ役割の追加（Add User Role）]をクリックします。
ステップ 3 ユーザロールの名前を入力します。

ステップ 4 ユーザロールの説明とその権限を入力します。

ステップ 5 ユーザロールのアクセス権限を選択します。（各タイプのアクセス権限の詳細については、アクセス権限

の割り当て, （947ページ）を参照してください）。
ステップ 6 変更を送信し、保存します。

ユーザアカウント追加時のカスタムユーザロールの定義

Eメールセキュリティアプライアンスに対してローカルユーザアカウントの追加または編集を
行う際に、新しいカスタムユーザロールを作成できます。

ユーザアカウントの追加の詳細については、ユーザの管理,（943ページ）を参照してください。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページに移動します。
ステップ 2 [ユーザの追加（Add User）]をクリックします。
ステップ 3 ユーザアカウント作成時には、[カスタム役割（Custom Roles）]を選択します。
ステップ 4 [役割を追加（Add Role）]を選択します。
ステップ 5 新しいロールの名前を入力します。

ステップ 6 新しいユーザアカウントを送信します。

AsyncOSにより、新しいユーザアカウントとカスタムユーザロールが追加されたという通知が表示され
ます。

ステップ 7 [システム管理（System Administration）] > [ユーザの役割（User Roles）]ページに移動します。
ステップ 8 [代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]テーブルでカス

タムユーザロールの名前をクリックします。

ステップ 9 ユーザロールの説明とその権限を入力します。

ステップ 10 ユーザロールのアクセス権限を選択します。（各タイプのアクセス権限の詳細については、アクセス権限
の割り当て, （947ページ）を参照してください）。

ステップ 11 変更を送信し、保存します。
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カスタムユーザロールの責任のアップデート

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザの役割（User Roles）]ページに移動します。
ステップ 2 アップデートするカスタムユーザロールのアクセス権限の名前をクリックします。

AsyncOSにより、アプライアンスで使用可能なすべてのメールポリシー、コンテンツフィルタ、DLPポ
リシー、または隔離の一覧、およびその他すべての割り当て済みカスタムユーザロールの名前が表示さ

れます。

ステップ 3 委任管理者に責任を割り当てるメールポリシー、コンテンツフィルタ、DLPポリシー、または隔離を選
択します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

カスタムユーザロールの編集

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザの役割（User Roles）]ページに移動します。
ステップ 2 [代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]一覧でユーザ

ロールの名前をクリックします。

ステップ 3 ユーザロールに変更を加えます。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

カスタムユーザロールの複製

同様のアクセス権限がある複数のカスタムユーザロールを作成し、異なるユーザのセットに異な

る責任を割り当てたいことがあります。たとえば、Eメールセキュリティアプライアンスが複数
ドメインのメッセージを処理する場合、同様のアクセス権限だが、ドメインに基づく異なるメー

ルポリシーに対する権限であるカスタムユーザロールを作成することができます。こうするこ
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とで、委任管理者は、他の委任管理者の責任を妨げることなくそれぞれのドメインのメールポリ

シーを管理できます。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザの役割（User Roles）]ページに移動します。
ステップ 2 [代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]一覧で、複製す

るユーザロールに対応する複製アイコンをクリックします。

ステップ 3 カスタムユーザロールの名前を変更します。

ステップ 4 新しいカスタムユーザロールに必要なすべてのアクセス権限の変更を行います。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

カスタムユーザロールの削除

カスタムロールが削除されると、ユーザは未割り当て状態になり、アプライアンスにアクセスで

きなくなります。複数の個人に割り当てられたカスタムユーザロールを削除すると、警告メッ

セージを受信しません。削除したカスタムユーザロールに割り当てられていたすべてのユーザを

再割り当てする必要があります。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザの役割（User Roles）]ページに移動します。
ステップ 2 [代表管理者用のカスタムのユーザ役割（Custom User Roles for Delegated Administration）]一覧で、削除す

るユーザロールに対応するゴミ箱のアイコンをクリックします。

ステップ 3 表示される警告ダイアログで [削除（Delete）] をクリックして削除を確認します。
ステップ 4 変更を保存します。

パスフレーズ

パスフレーズの変更

管理ユーザは GUIの最上部にある [オプション（Options）] > [パスフレーズの変更（Change
Passphrase）]リンクを使用して自分のパスフレーズを変更できます。

新しいパスフレーズを送信するとすぐにログアウトされ、ログイン画面が表示されます。

CLIで、passphraseコマンドまたは passwdコマンドを使用してパスフレーズを変更します。
「admin」ユーザアカウントのパスフレーズを忘れた場合は、パスフレーズをリセットするため
にカスタマーサポートプロバイダーにご連絡ください。

passphraseコマンドでは、セキュリティのために古いパスフレーズの入力が必要です。
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パスフレーズの変更はすぐに有効になり、変更の確定は必要ではありません。（注）

ユーザアカウントのロックおよびロック解除

ユーザアカウントのロックは、ローカルユーザがアプライアンスにログインするのを防止しま

す。ユーザアカウントは、次のいずれかの場合にロックされることがあります。

• AsyncOSは、ユーザが [ローカルユーザアカウントとパスフレーズの設定（LocalUserAccount
&PassphraseSettings）]セクションで定義されている失敗ログイン試行の最大回数を超えた場
合にユーザアカウントをロックします。

•管理者は、[システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページを使用して、
セキュリティ目的でユーザアカウントを手動でロックできます。

[ユーザ役割の編集（Edit User）]ページでユーザアカウントを表示すると、AsyncOSによりユー
ザアカウントがロックされた理由が表示されます。

ユーザアカウントをロック解除するには、[ユーザ（Users）]一覧でユーザ名をクリックしてユー
ザアカウントを開き、[アカウントのロック解除（Unlock Account）]をクリックします。

ローカルユーザアカウントを手動でロックするには、[ユーザ（Users）]一覧でユーザ名をクリッ
クしてユーザアカウントを開き、[アカウントのロック（Lock Account）]をクリックします。
AsyncOSは、ユーザがアプライアンスにログインできなくなるというメッセージを表示し、継続
するかどうかを問い合わせてきます。

ユーザが設定した試行回数を超えた後でログインに失敗した場合、すべてのローカルユーザアカ

ウントをロックするように設定することもできます。詳細については、制限的なユーザアカウン

トとパスフレーズの設定値の構成, （956ページ）を参照してください。

adminアカウントをロックした場合は、シリアルコンソールポートへのシリアル通信接続経
由で adminとしてログインしてロック解除するしかありません。adminユーザは、adminアカ
ウントがロックされた場合でも、シリアルコンソールポートを使用して常にアプライアンス

にアクセスできます。シリアルコンソールポートを使用してアプライアンスにアクセスする

方法の詳細については、アプライアンスへの接続, （30ページ）を参照してください。

（注）

制限的なユーザアカウントとパスフレーズの設定値の構成

ユーザアカウントとパスフレーズの制限を定義して、組織全体にパスフレーズポリシーを強制的

に適用することができます。ユーザアカウントとパスフレーズ制限は、Ciscoアプライアンスに
定義されたローカルユーザに適用されます。次の設定値を設定できます。

•ユーザアカウントのロック。ユーザのアカウントがロックアウトされる失敗ログインの試行
回数を定義できます。
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•パスフレーズ存続期間のルール。ログイン後にユーザがパスフレーズの変更を要求されるま
での、パスフレーズの存続期間を定義できます。

•パスフレーズのルール。任意指定の文字や必須の文字など、ユーザが選択できるパスフレー
ズの種類を定義できます。

ユーザアカウントとパスフレーズの制限は、[システム管理（System Administration）] > [ユーザ
（Users）]ページの [ローカルユーザアカウントとパスフレーズの設定（Local User Account &
Passphrase Settings）]セクションで定義します。

外部認証（External Authentication）
ユーザ情報をネットワーク上の LDAPまたは RADIUSディレクトリに保存した場合、アプライア
ンスにログインするユーザの認証に外部ディレクトリを使用するように Ciscoアプライアンスを
設定できます。認証のために外部ディレクトリを使用するようアプライアンスを設定するには、

GUIで [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページを使用するか、CLIで
userconfigコマンドと externalサブコマンドを使用します。

外部認証がイネーブルであり、ユーザが Eメールセキュリティアプライアンスにログインする
と、アプライアンスは最初に、ユーザがシステム定義の「admin」アカウントであるかどうかを確
認します。ユーザがシステム定義の「admin」アカウントでない場合、アプライアンスは最初に設
定された外部サーバをチェックしてユーザがそこで定義されたかどうかを確認します。アプライ

アンスが最初の外部サーバに接続できなければ、アプライアンスは一覧の次の外部サーバをチェッ

クします。

LDAPサーバの場合は、ユーザが外部サーバで認証に失敗すると、アプライアンスは Eメールセ
キュリティアプライアンスで定義されたローカルユーザとしてユーザを認証しようとします。そ

のユーザが外部サーバまたはアプライアンスに存在しない場合、またはユーザが間違ったパスフ

レーズを入力した場合は、アプライアンスへのアクセスが拒否されます。

外部 RADIUSサーバに接続できなければ、一覧の次のサーバが試行されます。すべてのサーバに
接続できない場合、アプライアンスはEメールセキュリティアプライアンスで定義されたローカ
ルユーザとしてユーザを認証しようとします。ただし、外部RADIUSサーバが何らかの理由（パ
スフレーズ間違いやユーザ未登録など）でユーザを拒否すると、アプライアンスへのアクセスは

拒否されます。

LDAP 認証のイネーブル化
ユーザを認証するために LDAPディレクトリを使用する以外に、LDAPグループを Ciscoユーザ
ロールに割り当てることができます。たとえば、ITグループのユーザを管理者ユーザロールに割
り当てたり、Supportグループのユーザをヘルプデスクユーザロールに割り当てたりできます。
1人のユーザが複数の LDAPグループに属しており、それぞれユーザロールが異なる場合は、最
も限定的なロールのアクセス許可が AsyncOSによってそのユーザに付与されます。たとえば、
ユーザがOperator権限を持つグループとHelpDeskUser権限を持つグループに属する場合、AsyncOS
はユーザに Help Desk Userロールの権限を割り当てます。
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外部ユーザが自分の LDAPグループのユーザロールを変更する場合は、アプライアンスから
ログアウトして再度ログインする必要があります。そうすれば、そのユーザに新しいロールの

権限が付与されます。

（注）

はじめる前に

LDAPサーバの LDAPサーバプロファイルおよび外部認証クエリーを定義します。詳細について
は、次を参照してください。 LDAPクエリ, （757ページ）

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]を選択します。
ステップ 2 [Web認証（Web Authentication）]セクションまでスクロールします。
ステップ 3 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 4 [外部認証を有効にする（Enable External Authentication）]チェックボックスをオンにします。
ステップ 5 認証タイプとして [LDAP]を選択します。
ステップ 6 Webユーザインターフェイスで、外部認証クレデンシャルを保存する時間を入力します。
ステップ 7 ユーザを認証する LDAP外部認証クエリーを選択します。
ステップ 8 タイムアウトするまでアプライアンスがサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。

ステップ 9 アプライアンスで認証する LDAPディレクトリからのグループ名を入力し、グループのユーザに対する
ロールを選択します。

ステップ 10 また、[行の追加（AddRow）]をクリックして別のディレクトリグループを追加することもできます。ア
プライアンスが認証する各ディレクトリグループに対してステップ 9とステップ 10を繰り返します。

ステップ 11 変更を送信し、保存します。

RADIUS 認証の有効化
ユーザの認証に RADIUSディレクトリを使用し、ユーザのグループを Ciscoロールに割り当てる
こともできます。RADIUSサーバは CLASS属性をサポートする必要があります（AsyncOSは
RADIUSディレクトリのユーザをCiscoユーザロールに割り当てるためにCLASS属性を使用しま
す）。AsyncOSは、RADIUSサーバと通信するために Password Authentication Protocol（PAP;パス
ワード認証プロトコル）と Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP;チャレンジハンド
シェイク認証プロトコル）の 2つの認証プロトコルをサポートします。

RADIUSユーザをCiscoユーザロールに割り当てるには、最初にRADIUSサーバで <radius-group>
という文字列値を使用してCLASS属性を設定します（これはCiscoユーザロールにマップされま
す）。CLASS属性には文字、数字、およびダッシュを含めることができますが、先頭にダッシュ
を使用することはできません。AsyncOSは CLASS属性で複数の値をサポートしません。CLASS
属性またはマップされていない CLASS属性がないグループに属する RADIUSユーザはアプライ
アンスにログインできません。
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アプライアンスがRADIUSサーバと通信できない場合、ユーザはアプライアンスのローカルユー
ザアカウントでログインできます。

外部ユーザが RADIUSグループのユーザロールを変更する場合は、アプライアンスからログ
アウトして再びログインする必要があります。このユーザは新しいロールの権限を持ちます。

（注）

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページで、[有効（Enable）]をクリックしま
す。

ステップ 2 すでに有効になっていない場合は、[外部認証を有効にする（Enable External Authentication）]オプション
をオンにします。

ステップ 3 RADIUSサーバのホスト名を入力します。
ステップ 4 RADIUSサーバのポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は 1812です。
ステップ 5 RADIUSサーバの共有秘密パスワードを入力します。
ステップ 6 タイムアウトするまでアプライアンスがサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。

ステップ 7 （任意）[行の追加（AddRow）]をクリックして別のRADIUSサーバを追加します。各RADIUSサーバに
ついて、3～ 6のステップを繰り返します。

最大 10個の RADIUSサーバを追加できま
す。

（注）

ステップ 8 RADIUSサーバに再度問い合わせ、「External Authentication Cache Timeout」フィールドで再認証するま
で、AsyncOSが外部認証クレデンシャルを保存する秒数を入力します。デフォルトはゼロ（0）です。

RADIUSサーバがワンタイムパスワード（たとえば、トークンから作成されるパスワード）を
使用する場合、ゼロ（0）を入力します。値をゼロに設定すると、AsyncOSは、現在のセッショ
ン中に認証のために RADIUSサーバに再アクセスしません。

（注）

ステップ 9 グループマッピングの設定

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
959

管理タスクの分散

外部認証（External Authentication）



説明設定

AsyncOSは、RADIUS CLASS属性に基づいて、RADIUSユーザ
をアプライアンスロールに割り当てます。CLASS属性の要件：

• 3文字以上

• 253文字以下

•コロン、カンマ、または改行文字なし

•各 RADIUSユーザに対し 1つ以上のマップ済み CLASS属
性（この設定を使用する場合、AsyncOSは、マップ済み
CLASS属性のないRADIUSユーザへのアクセスを拒否しま
す）。

複数のCLASS属性のあるRADIUSユーザの場合、AsyncOSは最
も制限されたロールを割り当てます。たとえば、Operatorロール
にマッピングされているCLASS属性と、Read-OnlyOperatorロー
ルにマッピングされている CLASS属性の 2つが RADIUSユーザ
にある場合、AsyncOSは、Operatorロールよりも制限された
Read-Only Operatorロールに RADIUSユーザを割り当てます。

次のアプライアンスロールは、制限の少ないものから順番に並

べられています。

• admin

•管理者（Administrator）

•専門技術者

• Operator cloudadmin

• Read-only Operator

• Help Desk User

•ゲスト

外部認証されたユーザを複数のローカ

ルロールにマッピング。（Map
externally authenticated users to multiple
local roles.）

AsyncOSは RADIUSユーザを Administratorロールに割り当てま
す。

外部認証されたすべてのユーザを管理

ロールにマップします。（Map all
externally authenticated users to the
Administrator role.）

ステップ 10 管理者ロールまたは異なるアプライアンスユーザロールタイプにすべての外部認証されたユーザをマッ
ピングするかを選択します。

ステップ 11 異なるロールタイプにユーザをマッピングする場合、[グループ名（Group Name）]または [ディレクトリ
（Directory）]フィールドの RADIUS CLASS属性に定義されているようにグループ名を入力し、[ロール
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（Role）]フィールドからアプライアンスロールタイプを選択します。[行を追加（Add Row）]をクリッ
クして、さらにロールマッピングを追加できます。

ユーザロールタイプの詳細については、ユーザアカウントを使用する作業, （939ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 12 変更を送信し、保存します。

二要素認証

RADIUSディレクトリを使用して、特定のユーザロールの二要素認証を設定できます。アプライ
アンスは、RADIUSサーバとの通信用の次の認証プロトコルをサポートします。

• Password Authentication Protocol（PAP）

• Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP）

次のユーザロールに対して二要素認証を有効にできます。

•定義済み

•カスタム

機能は次によりテストされています。

• RSA認証マネージャ v8.2

• FreeRADIUS v1.1.7以上

• ISE v1.4以上

二要素認証の有効化

はじめる前に
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IT管理者から二要素認証に必要な RADIUSサーバの詳細を入手していることを確認します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページで、[二要素認証（Two-Factor
Authentication）]の下の [有効にする（Enable）]をクリックします。

ステップ 2 RADIUSサーバのホスト名または IPアドレスを入力します。
ステップ 3 RADIUSサーバのポート番号を入力します。
ステップ 4 RADIUSサーバの共有秘密パスワードを入力します。
ステップ 5 タイムアウトまでにサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。

ステップ 6 適切な認証プロトコルを選択します。

ステップ 7 （任意）[行の追加（AddRow）]をクリックして別のRADIUSサーバを追加します。各RADIUSサーバに
ついて、2～ 6のステップを繰り返します。

最大 10個の RADIUSサーバを追加できま
す。

（注）

ステップ 8 二要素認証を有効にする必須ユーザロールを選択します。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

二要素認証を有効にすると、ユーザはアプライアンスにログインするために、ユーザ名とパスフ

レーズを入力した後にパスコードを入力することが求められます。

二要素認証の無効化

はじめる前に

お使いのアプライアンスで二要素認証を有効にしていることを確認します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）]ページで、[二要素認証（Two-Factor
Authentication）]の下の [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]クリックします

ステップ 2 [二要素認証を有効にする（Enable Two-Factor Authentication）]の選択を解除します。
ステップ 3 変更を送信し、保存します。

E メールセキュリティアプライアンスへのアクセスの設
定

AsyncOSでは Eメールセキュリティアプライアンスへのユーザアクセスを管理するために、管
理者はWeb UIセッションのタイムアウトや、アプライアンスにアクセス可能なユーザ IPアドレ
スと組織のプロキシサーバ IPアドレスを規定したアクセスリストなどを制御できます。
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IP ベースのネットワークアクセスの設定
アプライアンスに直接接続するユーザおよび逆プロキシで接続するユーザ（リモートユーザに逆

プロキシを使用する組織の場合）のアクセスリストを作成して、Eメールセキュリティアプライ
アンスにアクセスするユーザの IPアドレスを制御できます。

直接接続（Direct Connections）
Eメールセキュリティアプライアンスに接続可能なマシンの IPアドレス、サブネット、または
CIDRアドレスを指定できます。ユーザは、アクセスリストの IPアドレスを持つすべてのマシン
から、アプライアンスにアクセスできます。リストに含まれていないアドレスからアプライアン

スに接続しようとするユーザのアクセスは拒否されます。

プロキシ経由の接続

リモートユーザのマシンと Eメールセキュリティアプライアンスの間で逆プロキシサーバが使
用される組織のネットワークの場合、AsyncOSではアプライアンスに接続可能なプロキシの IPア
ドレスを含むアクセスリストを作成できます。

逆プロキシを使用している場合でも、AsyncOSは、ユーザ接続が許可されている IPアドレスのリ
ストと照合して、リモートユーザのマシンの IPアドレスを検証します。リモートユーザの IPア
ドレスをEメールセキュリティアプライアンスに送信するには、プロキシでx-forwarded-forHTTP
ヘッダーをアプライアンスへの接続要求に含める必要があります。

x-forwarded-forヘッダーは RFC非準拠の HTTPヘッダーであり、次の形式になります。

x-forwarded-for: client-ip, proxy1, proxy2,...CRLF .

このヘッダーの値はカンマ区切りの IPアドレスのリストです。左端のアドレスがリモートユーザ
マシンのアドレスで、その後に、接続要求を転送した一連の各プロキシのアドレスが続きます

（ヘッダー名は設定可能です）。Eメールセキュリティアプライアンスは、ヘッダーのリモート
ユーザの IPアドレスおよび接続プロキシの IPアドレスを、アクセスリストで許可されたユーザ
IPアドレスやプロキシ IPアドレスと照合します。

AsyncOSは x-forwarded-forヘッダーでは IPv4アドレスだけをサポートします。（注）

ネットワークアクセスを制限する際の重要な注意事項

注意：次のいずれかの条件が trueの場合、ネットワークアクセスの変更を送信して確定した後、
アプライアンスにアクセスできなくなることがあります。

• [特定の接続のみを許可（Only Allow Specific Connections）]を選択し、現在のマシンの IPア
ドレスがリストに含まれていない場合。

• [特定のプロキシ経由接続のみを許可（Only Allow Specific Connections Through Proxy）] を選
択し、現在アプライアンスに接続されているプロキシの IPアドレスがプロキシリストに存
在せず、許可されている IPアドレスのリストに送信元 IPヘッダーの値が存在しない場合。
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• [特定の直接接続またはプロキシ経由接続のみを許可（OnlyAllowSpecificConnectionsDirectly
or Through Proxy）]を選択し、

◦許可されている IPアドレスのリストに送信元 IPヘッダーの値が存在しない場合

または

◦許可されている IPアドレスのリストに送信元 IPヘッダーの値が存在せず、アプライア
ンスに接続されたプロキシの IPアドレスが許可されているプロキシのリストに存在し
ない場合。

アクセスリストの作成

ネットワークアクセスリストは、GUIまたは adminaccessconfig > ipaccess CLIコマンドを使用し
て作成できます。

はじめる前に

ネットワークアクセスの設定を変更後、アプライアンスからロックアウトされないようにしま

す。ネットワークアクセスを制限する際の重要な注意事項,（963ページ）を参照してください。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [Network Access（ネットワークアクセス）]を選択します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 アクセスリストの制御モードを選択します。

説明オプション

このモードはアプライアンスへの接続をすべて許可します。

これが操作のデフォルトモードです。

すべてを許可（Allow All）

このモードは、ユーザの IPアドレスが、アクセスリストに含
まれている IPアドレス、IP範囲、または CIDR範囲と一致す
る場合に、ユーザのアプライアンスへの接続を許可します。

特定の接続のみを許可（Only Allow
Specific Connections）
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説明オプション

このモードは、次の条件を満たせば、逆プロキシ経由でアプラ

イアンスへの接続を許可します。

•接続プロキシの IPアドレスが、アクセスリストの [プロ
キシサーバのIPアドレス（IP Address of Proxy Server）]
フィールドに含まれている。

•プロキシの接続要求に x-forwarded-header HTTPヘッダー
が記載されている。

• x-forwarded-headerの値が空ではない。

•リモートユーザの IPアドレスが x-forwarded-headerに含
まれ、それがアクセスリスト内のユーザに定義されてい

る IPアドレス、IP範囲、または CIDR範囲と一致する。

特定のプロキシ経由接続のみを許可

（Only Allow Specific Connections Through
Proxy）

このモードは、アクセスリストに含まれる IPアドレス、IP範
囲、CIDR範囲のいずれかにユーザの IPアドレスが一致すれ
ば、アプライアンスへの逆プロキシ経由接続または直接接続を

許可します。プロキシ経由接続の条件は、[特定のプロキシ経
由接続のみを許可（Only Allow Specific Connections Through
Proxy）]モードと同じです。

特定の直接またはプロキシ経由接続のみ

を許可（Only Allow Specific Connections
Directly or Through Proxy）

ステップ 4 アプライアンスへの接続を許可するユーザの IPアドレスを入力します。
IPアドレス、IPアドレス範囲またはCIDR範囲を入力できます。複数のエントリを指定する場合は、カン
マで区切ります。

ステップ 5 プロキシ経由接続が許可されている場合は、次の情報を入力します。

1 アプライアンスへの接続を許可するプロキシの IPアドレス。複数のエントリを指定する場合は、カン
マで区切ります。

2 プロキシがアプライアンスに送信する発信元の IPヘッダーの名前。これには、リモートユーザマシ
ンの IPアドレスと、要求を転送したプロキシサーバの IPアドレスが含まれます。デフォルトのヘッ
ダー名は x-forwarded-forです。

ステップ 6 変更を送信および確定後にアプライアンスからロックアウトされる変更が構成されていないことを確認し

ます。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。
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セッションタイムアウトの設定

Web UI セッションタイムアウトの設定
非アクティブな状態によりログアウトになるまで、EメールセキュリティアプライアンスのWeb
UIにログイン可能な期間を指定できます。このWeb UIセッションタイムアウトは以下に適用さ
れます。

•すべてのユーザ（管理者を含む）

• HTTPセッションおよび HTTPSセッション

• Ciscoスパム隔離

AsyncOSによってユーザがログアウトされると、アプライアンスはユーザのWebブラウザをログ
インページにリダイレクトします。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [Network Access（ネットワークアクセス）]を選択します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 ログアウトまでにユーザを非アクティブにできる分数を [Web UI非アクティブタイムアウト（Web UI

Inactivity Timeout）]フィールドに入力します。5～ 1440分のタイムアウト期間を定義できます。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

また、CLIで adminaccessconfigコマンドを使用してWeb UIセッションタイムアウトを設定する
こともできます。『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照して
ください。

CLI セッションタイムアウトの設定
ユーザが非アクティブであるためにAsyncOSがそのユーザをログアウトするまで、電子メールセ
キュリティアプライアンスにユーザがログインできる期間を指定できます。以下にCLIセッショ
ンタイムアウトが適用されます。

•すべてのユーザ（管理者を含む）

•セキュアシェル（SSH）、SCP、および直接シリアル接続を使用している接続のみ
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CLIセッションタイムアウト時に未確定の設定変更は失われます。設定を変更したらすぐに確
定してください。

（注）

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [Network Access（ネットワークアクセス）]を選択します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [CLI非アクティブタイムアウト（CLI Inactivity Timeout）]フィールドに、ログアウトされるまでにユー

ザを非アクティブにできる分数を入力します。5～ 1440分のタイムアウト期間を定義できます。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

また、CLIで adminaccessconfigコマンドを使用して CLIセッションタイムアウトを設定すること
もできます。『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照してくだ
さい。

管理ユーザへのメッセージの表示

ログイン前のメッセージの表示

ユーザが SSH、FTP、またはWebUIからアプライアンスにログインしようとする前にメッセージ
を表示するように電子メールセキュリティアプライアンスを設定できます。ログインバナーは、

ログインプロンプトの上に表示されるカスタマイズ可能なテキストです。ログインバナーを使用

して、内部のセキュリティ情報またはアプライアンスのベストプラクティスに関する説明を表示

できます。たとえば、許可しないアプライアンスの使用を禁止する簡単な注意文言を作成したり、

ユーザがアプライアンスに対して行った変更を確認する企業の権利に関する詳細な警告を作成し

たりできます。

CLIの adminaccessconfig > bannerコマンドを使用して、ログインバナーを作成します。ログイン
バナーは、80 x 25のコンソールに収まるように最大 2000文字になっています。ログインバナー
は、アプライアンスの /data/pub/configurationディレクトリにあるファイルからインポートできま
す。バナーを作成したら、変更内容を確定します。

ログイン後のメッセージの表示

ユーザが SSH、FTP、またはWebUIを使用してアプライアンスに正常にログインした後に、ウェ
ルカムバナーを表示するように AsyncOSを設定できます。ウェルカムバナーを使用して、内部
のセキュリティ情報またはアプライアンスのベストプラクティスに関する説明を表示できます。

CLIで adminaccessconfig > welcomeコマンドを使用して、ウェルカムバナーを作成します。ウェ
ルカムバナーの最大長は 1600文字です。
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ウェルカムバナーは、アプライアンスの /data/pub/configurationディレクトリにあるファイルから
インポートできます。バナーを作成したら、変更内容を確定します。

詳細については、『CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照して
ください。

セキュアシェル（SSH）キーの管理
sshconfigコマンドを使用して、次の操作を実行します。

•システムで設定されたユーザアカウント（adminアカウントを含む）の authorized_keysファ
イルにセキュアシェル（SSH）公開ユーザキーを追加したり、それらのキーを削除したりで
きます。これにより、パスフレーズチャレンジではなく SSHキーを使用してユーザアカウ
ントを認証できるようになります。

•次の SSHサーバの設定を編集できます。

◦公開キー認証アルゴリズム

◦暗号アルゴリズム

◦ KEXアルゴリズム

◦ MACメソッド

◦最小サーバキーサイズ

Ciscoアプライアンスから他のホストマシンへのログファイルの SCPプッシュを実行する場
合に使用されるホストキーを設定するには、logconfig -> hostkeyconfigを使用します。詳細に
ついては、ログ, （1105ページ）を参照してください。

（注）

hostkeyconfigを使用すると、リモートホストのキーをスキャンし、Ciscoアプライアンスに追加で
きます。

例：新しい公開キーのインストール

次の例では、管理者アカウントの新規公開キーをインストールします。

mail.example.com> sshconfig
Choose the operation you want to perform:
- SSHD - Edit SSH server settings.
- USERKEY - Edit SSH User Key settings
[]> userkey
Currently installed keys for admin:
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Add a new key.
- USER - Switch to a different user to edit.
[]> new
Please enter the public SSH key for authorization.
Press enter on a blank line to finish.
[-paste public key for user authentication here-]
Choose the operation you want to perform:
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- SSHD - Edit SSH server settings.
- USERKEY - Edit SSH User Key settings
[]>

例：SSH サーバ設定の編集
次に、SSHサーバ設定を編集する方法の例を示します。

mail.example.com> sshconfig
Choose the operation you want to perform:
- SSHD - Edit SSH server settings.
- USERKEY - Edit SSH User Key settings
[]> sshd
ssh server config settings:
Public Key Authentication Algorithms:

rsa1
ssh-dss
ssh-rsa

Cipher Algorithms:
aes128-ctr
aes192-ctr
aes256-ctr
arcfour256
arcfour128
aes128-cbc
3des-cbc
blowfish-cbc
cast128-cbc
aes192-cbc
aes256-cbc
arcfour
rijndael-cbc@lysator.liu.se

MAC Methods:
hmac-md5
hmac-sha1
umac-64@openssh.com
hmac-ripemd160
hmac-ripemd160@openssh.com
hmac-sha1-96
hmac-md5-96

Minimum Server Key Size:
1024

KEX Algorithms:
diffie-hellman-group-exchange-sha256
diffie-hellman-group-exchange-sha1
diffie-hellman-group14-sha1
diffie-hellman-group1-sha1

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Setup SSH server configuration settings
[]> setup
Enter the Public Key Authentication Algorithms do you want to use
[rsa1,ssh-dss,ssh-rsa]> rsa1
Enter the Cipher Algorithms do you want to use
[aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,
cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se]> aes192-ctr
Enter the MAC Methods do you want to use
[hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,
hmac-md5-96]> hmac-sha1
Enter the Minimum Server Key Size do you want to use
[1024]> 2048
Enter the KEX Algorithms do you want to use
[diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,
diffie-hellman-group1-sha1]> diffie-hellman-group-exchange-sha1
ssh server config settings:
Public Key Authentication Algorithms:

rsa1
Cipher Algorithms:

aes192-ctr
MAC Methods:

hmac-sha1
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Minimum Server Key Size:
2048

KEX Algorithms:
diffie-hellman-group-exchange-sha1

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Setup SSH server configuration settings
[]>

リモート SSH コマンド実行
CLIでは、リモート SSHコマンド実行を使用してコマンドを実行できます。たとえば、Ciscoア
プライアンスで adminアカウントに対して SSH公開キーが設定されている場合は、チャレンジさ
れないリモートホストから次のコマンドを実行できます。

# ssh admin@mail3.example.com status

Enter "status detail" for more information.

Status as of: Mon Jan 20 17:24:15 2003

Last counter reset: Mon Jan 20 17:08:21 2003

System status: online

[rest of command deleted]

管理ユーザアクセスのモニタリング

操作手順目的

ページ右上で [オプション（Options）] > [アク
ティブなセッション（Active Sessions）]をク
リックします

コマンドラインインターフェイスで、w、
whoamiおよび whoコマンドを使用します。

アプライアンスについて、アクティブユーザす

べてのセッション詳細を表示する

コマンドラインインターフェイスで lastコマン
ドを使用します。

アプライアンスに最近ログインしたユーザを表

示する

また、リモートホストの IPアドレス、ログイ
ン時間、ログアウト時間、および合計時間も表

示する
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第 35 章

システム管理

この章は、次の項で構成されています。

このセクションに記載されている機能またはコマンドには、ルーティングの優先順位に影響を

与えるものや、影響を受けるものが含まれています。詳細については、付録B「IPアドレスの
インターフェイスおよびルーティング」を参照してください。

（注）

• アプライアンスの管理, 972 ページ

• ライセンスキー（Feature Keys）, 975 ページ

• Cisco Eメールセキュリティ仮想アプライアンスのライセンス, 976 ページ

• 設定ファイルの管理, 977 ページ

• [設定ファイル（Configuration File）]ページ, 983 ページ

• ディスク領域の管理, 983 ページ

• セキュリティサービスの管理, 985 ページ

• サービスアップデート, 987 ページ

• アップグレードおよびアップデートを取得するための設定, 988 ページ

• AsyncOSのアップグレード, 997 ページ

• リモート電源再投入の有効化, 1002 ページ

• AsyncOSの以前のバージョンへの復元, 1003 ページ

• アプライアンスに生成されるメッセージの返信アドレスの設定, 1005 ページ

• システム状態パラメータのしきい値の設定, 1006 ページ

• Eメールセキュリティアプライアンスの状況の確認, 1007 ページ

• アラート（Alerts）, 1008 ページ

• ネットワーク設定値の変更, 1032 ページ
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• システムタイム, 1039 ページ

• ビューのカスタマイズ, 1041 ページ

• Internet Explorerの互換モードの上書き, 1042 ページ

• 最大 HTTPヘッダーサイズの構成, 1043 ページ

アプライアンスの管理
以下のタスクでは、アプライアンス内の一般的な機能を簡単に管理できます。

アプライアンスのシャットダウンおよび再起動

アプライアンスをシャットダウンまたは再起動した後は、配信キューにあるメッセージを失うこ

となく、アプライアンスを後で再起動できます。

CLIで shutdownまたは rebootコマンドを使用するか、Webインターフェイスを使用できます。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [シャットダウン/サスペンド（Shutdown/Suspend）]を選択しま
す。

ステップ 2 [システムオペレーション（System Operations）]セクションで、[操作（Operation）]ドロップダウンリス
トから [シャットダウン（Shutdown）]または [再起動（Reboot）]を選択します。

ステップ 3 開いている接続が、強制的に閉じられることなく完了できるまでの許容時間を秒数の単位で入力します。

デフォルトの遅延値は 30秒です。

ステップ 4 [確定する（Commit）]をクリックします。

電子メールの受信と配信の一時停止

AsyncOSでは、電子メールの受信と配信を一時停止できます。次の動作を停止できます。

•特定のリスナーまたは複数リスナーでの電子メールの受信。

•特定のドメインまたは複数ドメインへの電子メールの配信。

CLIで suspendコマンドを使用するか、Webインターフェイスを使用します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [シャットダウン/サスペンド（Shutdown/Suspend）]を選択しま
す。

ステップ 2 特定のリスナーまたは複数リスナーでの電子メールの受信を一時停止します。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
972

システム管理

アプライアンスの管理



[メールの操作（Mail Operations）]セクションで、一時停止する機能またはリスナーを選択します。アプ
ライアンスに複数のリスナーが存在する場合は、リスナー単位で電子メールの受信を停止することもでき

ます。

ステップ 3 特定のドメインまたは複数ドメインへの電子メールの配信を一時停止します。要件に応じて、次のいずれ

かを実行します。

1 すべての電子メールの配信を停止するには、[ドメイン/サブドメインの指定（Specify
Domain(s)/Subdomain(s)）]フィールドに ALLと入力し、[Enter]を押します。

2 特定のドメインまたはサブドメインへの電子メールの配信を停止するには、[ドメイン/サブドメインの
指定（Specify Domain(s)/Subdomain(s)）]フィールドにドメインまたはサブドメインの名前または IPア
ドレスを入力し、[Enter]を押します。複数のエントリを追加する場合は、カンマ区切りのテキストを
使用します。

ステップ 4 開いている接続が、強制的に閉じられることなく完了できるまでの許容時間を秒数の単位で入力します。

開いている接続が存在しない場合、システムはただちにオフラインになります。

デフォルト遅延値は 30秒です。

ステップ 5 [確定する（Commit）]をクリックします。

次の作業

一時停止したサービスを再開する準備が整っている場合は、一時停止している電子メールの受信

と配信の再開, （973ページ）を参照してください。

一時停止している電子メールの受信と配信の再開

一時停止している電子メールの受信と配信を再開するには、[シャットダウン/サスペンド
（Shutdown/Suspend）]ページまたは resumeコマンドを使用します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [シャットダウン/サスペンド（Shutdown/Suspend）]を選択しま
す。

ステップ 2 [メールの操作（Mail Operations）]セクションで、再開する機能またはリスナーを選択します。
アプライアンスに複数のリスナーが存在する場合は、リスナー単位で電子メールの受信を再開できます。

ステップ 3 すべての電子メール、または特定の 1つ以上のドメインへの電子メールの配信を再開します。
[ドメイン/サブドメインの指定（Specify Domain(s)/Subdomain(s)）]フィールドで、該当するエントリを閉
じるアイコンをクリックします。

ステップ 4 [確定する（Commit）]をクリックします。
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出荷時の初期状態へのリセット

シリアルインターフェイスを使用して、またはデフォルトの Adminユーザアカウントで管理
ポート上のデフォルト設定を使用してWebインターフェイスまたは CLIに再接続できない場
合は、出荷時の初期状態にリセットしないでください。

注意

アプライアンスを物理的に移動する際、出荷時の初期状態で始めなければならない場合がありま

す。出荷時の設定にリセットすると元に戻せないため、ユニットを移動する場合や、設定の問題

を解決する最後の手段としてのみ使用してください。出荷時の初期状態にリセットすると、Web
インターフェイスまたはCLIから切断され、アプライアンスへの接続に使用したサービス（FTP、
SSH、HTTP、HTTPS）がディセーブルにされ、作成した追加のユーザアカウントが削除されま
す。次の方法で、出荷時の初期状態にリセットできます。

• Webインターフェイスで、[システム管理（System Administration）] > [設定ファイル
（Configuration File）]ページの [リセット（Reset）]ボタンをクリックするか、[システム管
理（System Administration）] > [システムセットアップウィザード（System Setup Wizard）]
の [設定情報のリセット（Reset Configuration）]ボタンをクリックします。

• CLIで、resetconfigコマンドを使用します。

resetconfigコマンドは、アプライアンスがオフライン状態にあるときにのみ動作します。出荷
時の設定にリセットした後、アプライアンスはオンライン状態に戻ります。

（注）

次の手順

•システムセットアップウィザードを実行します。詳細については、システムセットアップ
ウィザードの使用, （38ページ）を参照してください。

•メール配信をオンにして、メール配信を再開します。

AsyncOS のバージョン情報の表示
アプライアンスに現在インストールされているAsyncOSのバージョンを確認するには、Webイン
ターフェイスの [モニタ（Monitor）]メニューから [システム概要（System Overview）]ページを
使用するか（システムステータス（System Status）, （865ページ）を参照）、CLIで versionコマ
ンドを使用します。
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ライセンスキー（Feature Keys）

ライセンスキーの追加および管理

物理アプライアンスの場合、ライセンスキーはアプライアンスのシリアル番号に固有で、有効化

されている機能に固有です（他のシステム上の 1つのシステムでキーを再利用することはできま
せん）。

CLIのライセンスキーを使用するには、featurekeyコマンドを使用します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [ライセンスキー（Feature Keys）]を選択します。
ステップ 2 アクションの実行：

操作内容目的

[シリアル番号 <serial number>のライセンスキー（Feature
Keys for <serial number>）]セクションを確認します。

実行中のライセンスキーのステータスを表示

します

[保留中のライセンス（PendingActivation）]セクションを
確認します。

自動ダウンロードおよびアクティベーションを有効にし

ている場合は、ライセンスキーはこのリストには表示さ

れません。

アプライアンスに対して発行されていて、ま

だアクティベーションされていないライセン

スキーを表示します

[保留中のライセンス（Pending Activation）]セクション
で、[新しいキーをチェック（Check for New Keys）]ボタ
ンをクリックします。

これはライセンスキーの自動ダウンロードおよびアクティ

ベーションを有効にしていない場合、または次の自動

チェックの前にライセンスキーをダウンロードする必要

がある場合に役立ちます。

最近発行されたライセンスキーを確認する

[保留中のライセンス（PendingActivation）]リストで、[選
択したキーを有効化（Activate SelectedKeys）]をクリック
します。

発行されたライセンスキーをアクティブ化し

ます

[機能の有効化（Feature Activation）]セクションを使用し
ます。

新しいライセンスキーを追加します
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ライセンスキーのダウンロードとアクティベーションの自動化

このアプライアンスに対して発行されたライセンスキーを自動的にチェック、ダウンロードおよ

びアクティブ化するようアプライアンスを設定できます。

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [ライセンスキーの設定（FeatureKey Settings）]を選択します。
ステップ 2 [ライセンスキー設定の編集（Edit Feature Key Settings）]をクリックします。
ステップ 3 新しいライセンスキーのチェック頻度を確認するには、（?）ヘルプボタンをクリックしてください。
ステップ 4 設定事項を指定します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

期限切れ機能キー

ライセンスキーの有効期限が切れる場合、キー失効の 90日前、60日前、30日前、15日前、5日
前、1日前、およびキー失効時にアラートが送信されます。これらのアラートを受信するには、
システムアラートに登録されていることを確認してください。詳細については、アラート（Alerts）,
（1008ページ）を参照してください。

（Webインターフェイスを使用して）アクセスしようとしている機能の機能キーの有効期限が切
れている場合は、シスコの担当者またはサポート組織までご連絡ください。

Cisco E メールセキュリティ仮想アプライアンスのライセ
ンス

Eメールセキュリティ仮想アプライアンスのセットアップとライセンス付与については、『Cisco
Content Security Virtual Appliance InstallationGuide』を参照してください。このマニュアルは、資料
に記載されている場所から入手できます。

仮想アプライアンスのライセンスをインストールする前に、テクニカルサポートのトンネル

を開くこと、またはシステムセットアップウィザードを実行することはできません。

（注）

仮想アプライアンスのライセンスの有効期限

仮想アプライアンスのライセンスの有効期限が切れてから180日間、このアプライアンスはセキュ
リティサービスなしでメールの配信を続行します。この期間中、セキュリティサービスは更新さ

れません。
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ライセンスの有効期限が切れる時点から 180日前、150日前、120日前、90日前、60日前、30日
前、15日前、5日前、1日前、および 0秒前にアラートが送信されます。また、猶予期間の終了
についても、同じ間隔でアラートが送信されます。これらは、[システム（System）]タイプ、[重
大（Critical）]重大度レベルのアラートです。確実にアラートが届くようにするには、アラート受
信者の追加, （1009ページ）を参照してください。

これらのアラートはシステムログにも記録されます。

個々のライセンスキーが、仮想アプライアンスのライセンスよりも先に期限切れになることがあ

ります。これらの有効期限が近づいてきた場合にも、アラートが送信されます。

設定ファイルの管理
アプライアンス内のすべての設定は、1つの設定ファイルで管理できます。このファイルはExtensible
Markup Language（XML）形式で保持されます。

このファイルは次の複数の方法で使用できます。

•設定ファイルを別のシステムに保存し、重要な設定データをバックアップおよび保持できま
す。アプライアンスの設定を間違えた場合、保存した最新のコンフィギュレーションファイ

ルに「ロールバック」できます。

•既存のコンフィギュレーションファイルをダウンロードし、アプライアンスの全体の設定を
素早く確認できます（新しいブラウザの多くに、XMLファイルを直接レンダリングする機能
が含まれています）。現在の設定にマイナーエラー（誤植など）があった場合、この機能が

トラブルシューティングに役立つことがあります。

•既存のコンフィギュレーションファイルをダウンロードし、変更を行い、そのファイルを同
じアプライアンスにアップロードできます。この場合は、実質的に設定の変更を行うために

CLIとWebインターフェイスの両方が「バイパス」されます。

• FTPアクセスを使用して設定ファイル全体をアップロードしたり、設定ファイルの一部また
は全体を CLIに直接貼り付けたりできます。

•ファイルはXML形式であるため、設定ファイルのすべてのXMLエンティティを定義する、
関連付けられたDocument TypeDefinition（DTD）も提供されます。XML設定ファイルをアッ
プロードする前にこの DTDをダウンロードして XML設定ファイルを検証できます（XML
検証ツールはインターネットで簡単に入手できます）。

XML 設定ファイルを使用した複数のアプライアンスの管理
•あるアプライアンスから既存の設定ファイルをダウンロードし、変更を行い、別のアプライ
アンスにアップロードできます。これにより、複数のアプライアンスのインストールを簡単

に管理できるようになります。現時点では、設定ファイルをC/Xシリーズアプライアンスか
らMシリーズアプライアンスにロードできません。

•あるアプライアンスからダウンロードされた既存のコンフィギュレーションファイルを、複
数のサブセクションに分割できます。（複数のアプライアンス環境の）すべてのアプライア
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ンスで共通するこれらのセクションを変更し、サブセクションの更新時にこれらのセクショ

ンを他のアプライアンスにロードできます。

たとえば、Global Unsubscribeコマンドをテストするためにテスト環境でアプライアンスを使用で
きます。グローバル配信停止リストを適切に設定した場合は、テストアプライアンスのグローバ

ル配信停止設定セクションをすべての実稼働アプライアンスにロードできます。

コンフィギュレーションファイルの管理

アプライアンスで設定ファイルを管理するには、[システム管理（System Administration）] > [設定
ファイル（Configuration File）]をクリックします。

[設定ファイル（Configuration File）]ページには、次のセクションが含まれています。

• [現在の設定（Current Configuration）]：現在の設定ファイルを保存およびエクスポートする
ために使用します。

• [設定をロード（Load Configuration）]：設定ファイル全体または一部をロードするために使
用します。

• [エンドユーザセーフリスト/ブロックリストデータベース（スパム隔離）（End-User
Safelist/Blocklist Database (Spam Quarantine)）]：詳細については、セーフリストおよびブロッ
クリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御,（917ページ）およびセーフリス
ト/ブロックリストのバックアップと復元, （923ページ）を参照してください。

• [設定情報のリセット（Reset Configuration）]：現在の設定を出荷時デフォルト値にリセット
するために使用します（リセット前に設定を保存する必要があります）。

秘密キーと証明書は設定ファイルと暗号化パスフレーズと共に、暗号化されない PEM形式で
含められます。

（注）

現在の設定ファイルの保存およびエクスポート

[システム管理（System Administration）] > [設定ファイル（Configuration File）]ページの [現在の
設定（Current Configuration）]セクションを使用すると、現在の設定ファイルを、ローカルマシ
ンに保存したり、アプライアンスで保存したり（FTP/SCPルートの configurationディレクトリに
保存されます）、指定されたアドレスに電子メールで送信したりできます。

次の情報は、設定ファイルには保存されません。

• URLフィルタリング機能で使用されるサービスとのセキュアな通信に使用される証明書。

• [テクニカルサポートに問い合わせる（Contact Technical Support）]ページに保存されている
CCOユーザ IDと契約 ID。

[設定ファイル内のパスフレーズを隠す（Mask passphrases in the Configuration Files）]チェックボッ
クスをクリックして、ユーザのパスフレーズをマスクできます。パスフレーズをマスクすると、

元の暗号化されたパスフレーズが、エクスポートまたは保存されたファイルで「*****」に置き換
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えられます。ただし、パスフレーズがマスクされた設定ファイルをAsyncOSに再びロードするこ
とはできないことに注意してください。

[設定ファイル内のパスフレーズを隠す（Encrypt passphrases in the Configuration Files）]チェック
ボックスをクリックして、ユーザのパスフレーズをマスクできます。次に、暗号化される、設定

ファイル内の重要なセキュリティパラメータを示します。

•証明書の秘密キー

• RADIUSパスワード

• LDAPバインドのパスワード

•ローカルユーザのパスワードのハッシュ

• SNMPパスワード

• DK/DKIM署名キー

•発信 SMTP認証パスワード

• PostX暗号化キー

• PostX暗号化プロキシパスワード

• FTPプッシュログサブスクリプションのパスワード

• IPMI LANパスワード

•アップデータサーバの URL

これは、saveconfigコマンドを使用してコマンドラインインターフェイスでも構成できます。

設定ファイルのメール送信

[システム管理（SystemAdministration）] > [設定ファイル（Configuration File）]の [ファイルをメー
ルで送信（Email file to）]フィールドを使用するか、mailconfigコマンドを使用して、現在の設定
を添付ファイルとしてユーザにメール送信できます。

コンフィギュレーションファイルのロード

[システム管理（System Administration）] > [設定ファイル（Configuration File）]ページの [設定を
ロード（LoadConfiguration）]セクションを使用して、新しい設定情報をアプライアンスにロード
します。これは、loadconfigコマンドを使用してコマンドラインインターフェイスでも構成でき

ます。

情報は次の 3つのいずれかの方法でロードできます。

• configurationディレクトリに情報を格納し、アップロードする。

•設定ファイルをローカルマシンから直接アップロードする。

•設定情報を直接貼り付ける。
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パスフレーズがマスクされた設定ファイルはロードできません。

クラスタモードでは、クラスタまたはアプライアンスのいずれの設定をロードするかを選択

できます。クラスタ設定をロードする手順については、クラスタ化されたアプライアンスの設

定のロード, （1191ページ）を参照してください。

（注）

どの方法の場合でも、設定の上部に次のタグを含める必要があります。

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">

<config>

... your configuration information in valid XML

</config>

</config>閉じタグは設定情報の後に指定する必要があります。XML構文の値は、アプライアン
スの configurationディレクトリにある DTD（Document Type Definition）を使用して解析および
検証されます。DTDファイルの名前はconfig.dtdです。loadconfigコマンドを使用したときにコ

マンドラインで検証エラーが報告された場合、変更はロードされません。設定ファイルをアップ

ロードする前に、アプライアンスの外部で DTDをダウンロードし、設定ファイルを検証できま
す。

いずれの方法の場合でも、設定ファイル全体（最上位のタグである<config></config>間で定義さ

れた情報）または設定ファイルの completeおよび uniqueサブセクション（上記の宣言タグが含ま
れ、<config></config>タグ内に存在する場合）をインポートできます。

「complete（完全）」とは、DTDで定義されたサブセクションの開始タグおよび終了タグ全体が
含まれることを意味します。たとえば、次の内容をアップロードまたは解析します。

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">

<config>

<autosupport_enabled>0</autosu

</config>

この場合は、アップロード中に検証エラーが発生します。ただし、

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">

<config>

<autosupport_enabled>0</autosupport_enabled>

</config>
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この場合は、検証エラーが発生しません。

「unique（一意）」とは、アップロードまたは貼り付けられる設定ファイルのサブセクションが、
設定として多義的でないことを意味します。たとえば、システムは 1つのホスト名しか持つこと
ができないため、次の内容（宣言と<config></config>タグを含む）をアップロードすることは可

能です。

<hostname>mail4.example.com</hostname>

上記の内容は許容されます。ただし、システムでは複数のリスナーを定義できるため（リスナー

ごとに異なる受信者アクセステーブルが定義されます）、

<rat>

<rat_entry>

<rat_address>ALL</rat_address>

<access>RELAY</access>

</rat_entry>

</rat>

上記の内容だけをアップロードすることは多義的と見なされ、「完全」な構文であっても許可さ

れません。

コンフィギュレーションファイルまたはコンフィギュレーションファイルのサブセクション

をアップロードまたは解析する場合は、待機中の可能性がある、保存されていない変更が破棄

されることがあります。

設定ファイルのディスク領域の割り当てが、現在アプライアンスに保存されているデータの量

よりも小さい場合、設定ファイルで指定されたクォータを満たすために、最も古いデータが削

除されます。

注意

空白タグと省略されたタグ

設定ファイルのセクションをアップロードまたは解析する場合は注意が必要です。タグを含めな

いと、コンフィギュレーションファイルのアップロード時に設定の値が変更されません。ただ

し、空白タグを含めると、設定の問題が解消されます。

たとえば、

<listeners></listeners>

上記の内容をアップロードすると、システムからすべてのリスナーが削除されます。
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設定ファイルのサブセクションをアップロードしたり、貼り付けたりした場合、Webインター
フェイスまたはCLIから切断され、大量の設定データが破壊されることがあります。別のプロ
トコル、シリアルインターフェイス、または管理ポートのデフォルト設定を使用してアプラ

イアンスに再接続できない場合は、このコマンドでサービスをディセーブルにしないでくださ

い。また、DTDで定義された設定構文がよくわからない場合は、このコマンドを使用しない
でください。新しい設定ファイルをアップロードする前に、必ず設定データをバックアップし

てください。

注意

ログサブスクリプションのパスフレーズのロードについての注意事項

パスフレーズが必要なログサブスクリプションを含むコンフィギュレーションファイルをロード

しようとしても（たとえば、FTPプッシュを使用）、loadconfigコマンドは不明なパスフレーズに
ついて警告しません。FTPプッシュが失敗し、logconfigコマンドを使用して正しいパスフレーズ
を設定するまで警告が生成されます。

文字セットエンコーディングについての注意事項

XMLコンフィギュレーションファイルの「encoding」属性は、ファイルをオフラインで操作する
ために使用している文字セットに関係なく、「ISO-8859-1」である必要があります。showconfig

コマンド、saveconfigコマンド、または mailconfigコマンドを発行するたびにエンコーディング

属性がファイルで指定されることに注意してください。

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

現時点では、このエンコーディングを持つ設定ファイルだけをロードできます。

現在の設定のリセット

現在の設定をリセットすると、アプライアンスが元の出荷時デフォルト値に戻ります。リセット

する前に設定を保存する必要があります。GUIでこのボタンを使用して設定をリセットすること
は、クラスタリング環境ではサポートされていません。

出荷時の初期状態へのリセット, （974ページ）を参照してください。

設定ファイルの表示

設定ファイルの詳細は、showconfigコマンドを使用してのみ表示できます。showconfigコマンド

は、現在の設定を画面に出力します。

mail3.example.com> showconfig

Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration without
passphrases will fail when reloaded with loadconfig.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<!--
Product: IronPort model number Messaging Gateway Appliance(tm)
Model Number: model number
Version: version of AsyncOS installed
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Serial Number: serial number

Current Time: current time and date

[The remainder of the configuration file is printed to the screen.]

[設定ファイル（Configuration File）] ページ

ディスク領域の管理

（仮想アプライアンスのみ）使用可能なディスク領域の拡大

ESXi 5.5および VMFS 5を実行する仮想アプライアンスの場合、2 TBを超えるディスク領域を割
り当てることができます。ESXi 5.1を実行するアプライアンスの場合は 2 TBに制限されます。

仮想アプライアンスインスタンスにディスク領域を追加するには、次の手順を実行します。

ディスク領域の削減はサポートされていません。詳細については、VMwareのマニュアルを参
照してください。

（注）

はじめる前に

必要な追加ディスク領域を慎重に検討します。

ステップ 1 Eメールセキュリティアプライアンスのインスタンスをダウンさせます。
ステップ 2 VMwareが提供するユーティリティまたは管理ツールを使用してディスク領域を増やします。

VMwareのマニュアルで仮想ディスク設定の変更に関する情報を参照してください。ESXi 5.5に関するこ
の情報は、リリースの時点では、http://pubs.vmware.com/vsphere-55/index.jsp?topic=
%2Fcom.vmware.vsphere.hostclient.doc%2FGUID-81629CAB-72FA-42F0-9F86-F8FD0DE39E57.htmlで参照可
能でした。

ステップ 3 [システム管理（SystemAdministration）] > [ディスク管理（DiskManagement）]に移動して、変更内容が反
映されたことを確認します。

ディスク領域の使用率の表示および割り当て

アプライアンスで、展開で使用される各機能にディスク領域を割り当てることで、ディスク使用

率を最適化できます。
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操作手順目的

[システム管理（SystemAdministration）] > [ディスク管理（Disk
Management）]に移動します。

•各サービスのディスク領域
クォータと現在の使用率を

表示します

•いつでもアプライアンスで
ディスク領域を再割り当て

します

•サービスの報告と追跡およびスパム隔離の場合、最も古い
データが自動的に削除されます。

•ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の場合、隔離に
設定されたデフォルトアクションが実行されます。隔離

メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション,
（894ページ）を参照してください。

•その他のクォータの場合、まず手動でデータを削除して、
設定する新しいクォータを下回るように使用量を減らしま

す。その他のクォータのディスク領域の管理, （984ペー
ジ）を参照してください。

データボリュームの管理

その他のクォータのディスク領域の管理

その他のクォータにはシステムデータとユーザデータが含まれます。システムデータは削除で

きません。管理できるユーザデータには次のファイルタイプがあります。

操作内容管理対象

[システム管理（SystemAdministration）] > [ログサブスクリプショ
ン（Log Subscriptions）]に移動して、

•どのログディレクトリが最もディスク領域を消費しているか
を確認します。

•生成されるすべてのログサブスクリプションが必要であるこ
とを確認します。

•必要以上に詳細なログレベルになっていないかを確認しま
す。

•可能な場合は、ロールオーバーファイルサイズを小さくし
ます。

ログファイル
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操作内容管理対象

[ヘルプとサポート（Help and Support）]（画面上部の右側付近）
> [パケットキャプチャ（Packet Capture）]に移動します。

パケットキャプチャ

アプライアンスの /data/pubディレクトリに FTPでアクセスしま
す。

アプライアンスへの FTPアクセスを設定するには、次を参照して
ください。 FTP、SSH、および SCPアクセス, （1257ページ）

コンフィギュレーション

ファイル

（これらのファイルが多くの

ディスク領域を消費する可能

性は低いと考えられます）。

[システム管理（System Administration）] > [ディスク管理（Disk
Management）]に移動します。

クオータサイズ

ディスク領域に関するアラートの受信の確認

その他のディスク使用量がクォータの75%に達すると、警告レベルのシステムアラートを受信し
ます。これらのアラートを受信した場合は、対処する必要があります。

確実にアラートが届くようにするには、アラート（Alerts）,（1008ページ）を参照してください。

ディスク領域と集中管理

ディスク領域管理はマシンモードでのみ使用可能で、グループまたはクラスタモードでは使用で

きません。

セキュリティサービスの管理
[サービスの概要（ServicesOverview）]ページには次のエンジンの現在のサービスとルールのバー
ジョンがリストされます。

• Graymail

• McAfee

• Sophos

[サービスの概要（Services Overview）]ページでは、次のタスクを実行できます。

•エンジンを手動で更新します。詳細については、次を参照してください。エンジンの手動
アップデート, （986ページ）

•エンジンの以前のバージョンにロールバックします。詳細については、次を参照してくださ
い。エンジンの以前のバージョンへのロールバック, （986ページ）
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[自動更新（AutomaticUpdates）]列は特定のエンジンの自動更新の状態を示します。自動更新を有
効または無効にする場合、特定のエンジンの [グローバル設定（Global Settings）]ページに移動し
ます。

特定のサービスエンジンの自動更新を無効にすると、警告が定期的に表示されます。警告の間隔

を変更する場合、[セキュリティサービス（SecurityServices）] > [サービスのアップデート（Service
Updates）]ページの [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）]オプションを使用します。

ロールバックが適用されているエンジンの場合、自動更新は自動的に無効になります。（注）

エンジンの手動アップデート

ステップ 1 [セキュリティサービス（SecurityServices）] > [サービスの概要（ServicesOverview）]ページに進みます。
ステップ 2 サービスエンジンの最新サービスまたはルールバージョンを参照するには、[入手可能な更新（Available

Updates）]列の [更新（Update）]をクリックします。
[更新（Update）]オプションは、特定のエンジンの新しい更新が入手可能である場合にのみ使用
できます。

（注）

エンジンの以前のバージョンへのロールバック

ステップ 1 [セキュリティサービス（SecurityServices）] > [サービスの概要（ServicesOverview）]ページに進みます。
ステップ 2 [バージョンの変更（Modify Versions）]カラムで [変更（Change）]をクリックします。
ステップ 3 必要なルールおよびサービスバージョンのアップデートを選択し、[適用（Apply）]クリックします。

アプライアンスにより、エンジンが以前のバージョンにロールバックされます。

サービスアップデートには、サービスバージョンとルールバージョンがパッケージとして一緒

に含まれています。

（注）

[適用（Apply）]をクリックすると、そのエンジンの自動更新が自動的に無効になります。自動更新を有
効にするには、そのエンジンの [グローバル設定（Global Settings）]ページに移動します。

ログの表示

エンジンのロールバックおよび自動更新の無効化に関する情報は、次のログに記載されます。
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•アップデータログ：エンジンのロールバックおよびエンジンの自動更新に関する情報が含ま
れます。ほとんどの情報は [情報（Info）]または [デバッグ（Debug）]レベルです。

詳細については、アップデータログの例, （1151ページ）を参照してください。

サービスアップデート
次のサービスは最大の効果得るために更新する必要があります。

•ライセンスキー（Feature Keys）

• McAfee Anti-Virusの定義

• PXEエンジン

• Sophos Anti-Virusの定義

• IronPortアンチスパムルール

•アウトブレイクフィルタルール

•タイムゾーンルール

• URLカテゴリ（URLフィルタリング機能に使用します。詳細は、将来のURLカテゴリセッ
トの変更, （462ページ）を参照してください。

•登録クライアント（URLフィルタリング機能で使用されるクラウドベースサービスとの通
信に必要な証明書を更新するために使用されます。詳細については、CiscoWebセキュリティ
サービスへの接続について, （430ページ）を参照してください。）

•グレイメールルール

DLPエンジンとコンテンツ照合分類子の設定は、[セキュリティサービス（Security Services）]
> [データ損失防止（Data Loss Prevention）]ページで扱われます。詳細については、DLPエン
ジンおよびコンテンツ照合分類子の更新について, （522ページ）を参照してください。

（注）

サービスアップデートの設定は、DLPアップデートを除いてアップデートを受け取るすべての
サービスに使用されます。DLPアップデートを除いて、任意のサービスにそれぞれ設定を指定で
きません。

これらの重要なアップデートを取得するようにネットワークとアプライアンスを設定するには、

アップグレードおよびアップデートを取得するための設定,（988ページ）を参照してください。
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アップグレードおよびアップデートを取得するための設

定

アップグレードおよびアップデートの配信オプション

アプライアンスに AsyncOSアップグレードファイルおよびアップデートファイルを配信する方
法は複数あります。

•各アプライアンスでは Ciscoアップデートサーバからファイルを直接ダウンロードできま
す。これがデフォルトの方法です。

•シスコからファイルを 1回ダウンロードし、ネットワーク内のサーバからアプライアンスに
ファイルを配信できます。ローカルサーバからのアップグレードおよびアップデート,（989
ページ）を参照してください。

方法の選択と設定については、アップグレードおよびアップデートをダウンロードするためのサー

バ設定, （992ページ）を参照してください。

Cisco サーバからアップグレードおよびアップデートをダウンロード
するためのネットワークの設定

アプライアンスは、アップグレードおよびアップデートを検索してダウンロードするために、Cisco
アップデートサーバに直接接続できます。

図 72：ストリーミングアップデートの方法

Ciscoアップデートサーバは、ダイナミック IPアドレスを使用します。厳密なファイアウォール
ポリシーがある場合は、代わりに静的な場所の設定が必要になることがあります。詳細について

は、厳密なファイアウォール環境でのアップグレードとアップデートのためのアプライアンスの

設定, （989ページ）を参照してください。

ポート 80および 443による Ciscoアップデートサーバからのアップグレードのダウンロードを許
可する、ファイアウォールのルールを作成します。
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厳密なファイアウォール環境でのアップグレードとアップデートのた

めのアプライアンスの設定

Cisco IronPortアップグレードおよびアップデートサーバは、ダイナミック IPアドレスを使用し
ます。ファイアウォールポリシーを厳しく設定している場合、アップデートおよびAsyncOSアッ
プグレードに対して静的な参照先を設定する必要がある場合があります。

ステップ 1 シスコカスタマーサポートに問い合わせて、スタティック URLアドレスを取得します。
ステップ 2 ポート 80によるスタティック IPアドレスからのアップグレードおよびアップデートのダウンロードを許

可する、ファイアウォールのルールを作成します。

ステップ 3 [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]を選択しま
す。

ステップ 4 [アップデート設定を編集（Edit Update Settings）]をクリックします。
ステップ 5 [アップデート設定を編集（Edit Update Settings）]ページの [アップデートサーバ（イメージ）（Update

Servers (images)）]セクションで、[ローカルアップデートサーバ（Local Update Servers）]を選択し、ス
テップ 1で受け取った AsyncOSアップグレードおよびMcAfee Anti-Virus定義ファイルのスタティック
URLを [ベースURL（Base URL）]フィールドに入力します。

ステップ 6 IronPortアップデートサーバが [アップデートサーバ（リスト）（Update Servers (list)）]セクションで選択
されていることを確認します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

ローカルサーバからのアップグレードおよびアップデート

直接Ciscoアップデートサーバからアップグレードを取得するのではなく、AsyncOSアップグレー
ドイメージをローカルサーバにダウンロードし、所有するネットワーク内からアップグレードを

ホスティングできます。この機能を使用して、インターネットにアクセスできるネットワーク上

のすべてのサーバに HTTPでアップグレードイメージをダウンロードします。アップデートイ
メージをダウンロードする場合は、内部 HTTPサーバ（アップデートマネージャ）を設定し、ア
プライアンスで AsyncOSイメージをホスティングすることができます。

アプライアンスがインターネットにアクセスできない場合や、ダウンロードに使用するミラーサ

イトへのアクセスが組織で制限される場合はローカルサーバを使用します。ローカルサーバから

各アプライアンスへのAsyncOSアップグレードのダウンロードは、通常Cisco IronPortサーバから
のダウンロードよりも高速です。
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AsyncOSアップグレードに限りローカルサーバを使用することを推奨します。セキュリティ
アップデートイメージにローカルアップデートサーバを使用する場合、ローカルサーバは

Cisco IronPortから自動的にセキュリティアップデートを受信しないため、ネットワーク上の
アプライアンスは常に最新のセキュリティサービスであるわけではない可能性があります。

（注）

図 73：リモートアップデートの方法

ステップ 1 アップグレードファイルを取得および供給するようにローカルサーバを設定します。

ステップ 2 アップグレードファイルをダウンロードします。

ステップ 3 GUIの [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]ペー
ジまたはCLIの updateconfigコマンドのいずれかを使用して、ローカルサーバを使用するようにアプライ
アンスを設定します。

ステップ 4 [システム管理（System Administration）] > [システムアップグレード（System Upgrade）]ページまたは
CLIの upgradeコマンドのいずれかを使用して、アプライアンスをアップグレードします。

ローカルサーバからアップグレードおよびアップデートするための

ハードウェアおよびソフトウェア要件

AsyncOSアップグレードファイルおよびアップデートファイルのダウンロードでは、次の要件を
備えた内部ネットワークにシステムを構築する必要があります。

• Cisco Systemsアップデートサーバへのインターネットアクセス。
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• Webブラウザ（ブラウザ要件, （17ページ）を参照）。

今回のリリースでアップデートサーバのアドレスへの HTTPアクセスを許可
するファイアウォール設定値を設定する必要がある場合、特定の IPアドレス
ではなく DNS名を使用する必要があります。

（注）

AsyncOSアップデートファイルのホスティングでは、次の要件を備えた内部ネットワークにサー
バを構築する必要があります。

• Webサーバ：たとえば、Microsoft Internet Information Services（IIS;インターネットインフォ
メーションサービス）またはApacheオープンソースサーバでは、次の要件を満たしている
必要があります。

◦ 24文字を超えるディレクトリまたはファイル名の表示をサポートしていること

◦ディレクトリの参照ができること

◦匿名認証（認証不要）または基本（「シンプル」）認証用に設定されていること

◦各 AsyncOSアップデートイメージ用に最低 350 MB以上の空きディスク領域が存在す
ること

ローカルサーバでのアップグレードイメージのホスト

ローカルサーバの設定が完了したら、http://updates.ironport.com/fetch_manifest.htmlにアクセスして
アップグレードイメージの ZIPファイルをダウンロードします。イメージをダウンロードするに
は、（物理アプライアンスの）シリアル番号または（仮想アプライアンスの）VLNおよびアプラ
イアンスのバージョン番号を入力します。利用可能なアップグレードのリストが表示されます。

ダウンロードするアップグレードのバージョンをクリックし、ディレクトリ構造を変更せずにロー

カルサーバのルートディレクトリにある ZIPファイルを解凍します。アップグレードイメージ
を使用するには、[アップデート設定を編集（Edit Update Settings）]ページで（または CLIの
updateconfigを使用して）ローカルサーバを使用するようにアプライアンスを設定します。

ローカルサーバは、ネットワーク上のアプライアンスで利用可能なAsyncOSアップグレードをダ
ウンロード済みのアップグレードイメージに限定する XMLファイルもホスティングします。こ
のファイルは「マニフェスト」と呼ばれます。マニフェストはアップグレードイメージの ZIP
ファイルの asyncosディレクトリにあります。ローカルサーバのルートディレクトリにある ZIP
ファイルを解凍したら、[アップデート設定を編集（Edit Update Settings）]ページで（または CLI
の updateconfigを使用して）、XMLファイルの完全なURL（ファイル名を含む）を入力します。

リモートアップグレードの詳細については、ナレッジベースを参照するか、シスコサポートプ

ロバイダーにお問い合わせください。
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プロキシサーバを経由したアップデート

アプライアンスは、（デフォルトで）Ciscoアップデートサーバに直接接続して、アップデート
を受け取るように設定されます。この接続は、ポート 80のHTTPによって確立され、コンテンツ
は暗号化されます。ファイアウォールでこのポートを開くことを避ける場合は、アップデートさ

れたルールをアプライアンスで受け取ることができる、プロキシサーバおよび具体的なポートを

定義できます。

プロキシサーバを使用する場合は、任意で認証およびポートを指定できます。

プロキシサーバを定義すると、プロキシサーバを使用するように設定されているすべてのサー

ビスアップデートで、そのプロキシサーバが自動的に使用されます。任意のサービスのアッ

プデートのために、プロキシサーバをオフにはできません。

（注）

アップグレードおよびアップデートをダウンロードするためのサーバ

設定

アプライアンスにアップグレードおよびアップデートをダウンロードするために必要なサーバ情

報および接続情報を指定します。

AsyncOSのアップグレードとサービスのアップデートに同じまたは異なる設定を使用できます。

はじめる前に

アプライアンスがシスコから直接アップグレードおよびアップデートをダウンロードするか、ま

たは代わりにネットワーク上のローカルサーバでこれらのイメージをホスティングするかを設定

します。次に、選択した方式をサポートするようにネットワークをセットアップします。アップ

グレードおよびアップデートを取得するための設定,（988ページ）のすべての内容を参照してく
ださい。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]を選択しま
す。

ステップ 2 [更新設定を編集（Edit Update Settings）]をクリックします。
ステップ 3 オプションを入力します。
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説明設定

Cisco IronPort AsyncOSアップグレードイメージを、Cisco IronPortアッ
プデートサーバまたはネットワーク上のローカルサーバのどちらから

ダウンロードするかを選択します。デフォルトは、アップグレードおよ

びアップデートの両方で Cisco IronPortアップデートサーバです。

アップグレードとアップデートに同じ設定を使用するには、表示される

フィールドに情報を入力します。

ローカルアップデートサーバを選択した場合は、アップグレードおよ

びアップデートのダウンロードに使用するサーバのベース URLとポー
ト番号を入力します。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名

とパスフレーズも入力します。

AsyncOSアップグレードおよびMcAfee Anti-Virus定義ファイルにそれ
ぞれ別の設定を入力するには、[クリックして AsyncOSの異なる設定を
使用する（Click to use different settings for AsyncOS）]リンクをクリック
します。

Cisco Intelligent Multi-Scanでサードパーティのアンチスパム
ルールのアップデートをダウンロードするには、別のローカ

ルサーバが必要です。

（注）

アップデートサーバ（イメー

ジ）（Update Servers (images)）

導入に適したアップグレードおよびアップデートのみ各アプライアンス

で利用できることを確認するために、Cisco IronPortは関連するファイル
のマニフェストリストを生成します。

利用可能なアップグレードおよびサービスアップデートのリスト（マニ

フェストXMLファイル）を、Cisco IronPortアップデートサーバまたは
ネットワーク上のローカルサーバのどちらからダウンロードするかを選

択します。

アップデートおよびAsyncOSアップグレードのためのサーバの指定は、
別のセクションに分かれています。デフォルトのアップグレードおよび

アップデートは Cisco IronPortアップデートサーバです。

ローカルアップデートサーバを選択した場合、サーバのファイル名お

よび HTTPポート番号を含む、各リストのマニフェスト XMLファイル
のフルパスを入力します。ポートのフィールドを空のままにした場合、

AsyncOSはポート 80を使用します。サーバが認証を必要とする場合、
有効なユーザ名とパスフレーズを入力します。

アップデートサーバ（リスト）

（Update Servers (lists)）
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説明設定

SophosおよびMcAfeeAnti-Virus定義ファイル、CiscoAnti-Spamルール、
Cisco Intelligent Multi-Scanルール、PXE Engineアップデート、アウトブ
レイクフィルタルール、時間帯ルールに対する自動アップデートとアッ

プデート間隔（アプライアンスがアップデートを確認する頻度）をイ

ネーブルにします。

数字の後に秒、分、時間を表す s（秒）、m（分）およびh（時）を含め
ます。自動更新をディセーブルにするには、0（ゼロ）を入力します。

[セキュリティサービス（Security Services）] > [データ消失防
止（Data Loss Prevention）]ページからのみ、DLPの自動アッ
プデートを有効にできます。ただし、最初にすべてのサービ

スの自動アップデートをイネーブルにする必要があります。

詳細については、DLPエンジンおよびコンテンツ照合分類子
の更新について, （522ページ）を参照してください。

（注）

自動更新（AutomaticUpdates）

「自動更新」機能が特定のエンジンで無効になっている場合、送信され

るアラートの特定の頻度を入力します。

末尾に m、h、または dが含まれ、月、時間、または日を示します。デ
フォルト値は 30日です。

無効な自動エンジン更新のア

ラート間隔

表示されているセキュリティコンポーネントのアップデートをアップ

デートサーバに問い合わせる際に使用するネットワークインターフェ

イスを選択します。利用可能なプロキシデータインターフェイスが表

示されます。デフォルトでは、アプライアンスは使用するインターフェ

イスを選択します。

インターフェイス（Interface）

GUIに表示されているサービスで使用されるオプションのプロキシサー
バ。

プロキシサーバを指定すると、すべてのサービスのアップデートのため

に使用できます。

HTTPプロキシサーバ（HTTP
Proxy Server）

HTTPSを使用したオプションのプロキシサーバ。HTTPSプロキシサー
バを定義すると、GUIに表示されているサービスのアップデートで使用
されます。

HTTPSプロキシサーバ
（HTTPS Proxy Server）

ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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自動アップデートの設定

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [サービスのアップデート（Service Updates）]ページに移
動して、[更新設定を編集（Edit Update Settings）]をクリックします。

ステップ 2 チェックボックスをオンにして、自動アップデートをイネーブルにします。

ステップ 3 アップデート間隔（次のアップデートの確認までに待機する時間）を入力します。数字の後にm（分）お
よびh（時）を追加します。最大アップデート間隔は 1時間です。

アップデータサーバの証明書の有効性を検証するためのアプライアン

スの設定

Eメールセキュリティアプライアンスでは、アプライアンスがアップデータサーバと通信するた
びに、シスコのアップデータサーバの証明書の有効性を確認できます。このオプションが設定さ

れている場合、検証に失敗すると、更新はダウンロードされず、詳細がアップデータログに記録

されます。

このオプションを構成するには、updateconfigコマンドを使用します。次の例は、このオプション
を構成する方法を示しています。

mail.example.com> updateconfig
Service (images): Update URL:
------------------------------------------------------------------------------------------
Feature Key updates http://downloads.ironport.com/asyncos
Timezone rules Cisco IronPort Servers
Enrollment Client Updates Cisco IronPort Servers
Support Request updates Cisco IronPort Servers
Cisco IronPort AsyncOS upgrades Cisco IronPort Servers
Service (list): Update URL:
------------------------------------------------------------------------------------------
Timezone rules Cisco IronPort Servers
Enrollment Client Updates Cisco IronPort Servers
Support Request updates Cisco IronPort Servers
Service (list): Update URL:
------------------------------------------------------------------------------------------
Cisco IronPort AsyncOS upgrades Cisco IronPort Servers
Update interval: 5m
Proxy server: not enabled
HTTPS Proxy server: not enabled
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Edit update configuration.
- VALIDATE_CERTIFICATES - Validate update server certificates
- TRUSTED_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates
[]> validate_certificates
Should server certificates from Cisco update servers be validated?
[Yes]>
Service (images): Update URL:
------------------------------------------------------------------------------------------
Feature Key updates http://downloads.ironport.com/asyncos
Timezone rules Cisco IronPort Servers
Enrollment Client Updates Cisco IronPort Servers
Support Request updates Cisco IronPort Servers
Cisco IronPort AsyncOS upgrades Cisco IronPort Servers
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Service (list): Update URL:
------------------------------------------------------------------------------------------
Timezone rules Cisco IronPort Servers
Enrollment Client Updates Cisco IronPort Servers
Support Request updates Cisco IronPort Servers
Service (list): Update URL:
------------------------------------------------------------------------------------------
Cisco IronPort AsyncOS upgrades Cisco IronPort Servers
Update interval: 5m
Proxy server: not enabled
HTTPS Proxy server: not enabled
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Edit update configuration.
- VALIDATE_CERTIFICATES - Validate update server certificates
- TRUSTED_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates
[]>

プロキシサーバとの通信を信頼するようにアプライアンスを設定

透過的でないプロキシサーバを使用している場合、プロキシ証明書の署名に使用する CA証明書
をアプライアンスに追加できます。これにより、アプライアンスはプロキシサーバ通信を信頼し

ます。

このオプションを構成するには、updateconfigコマンドを使用します。次の例は、このオプション
を構成する方法を示しています。

mail.example.com> 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
[]> trusted_certificates
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Upload a new trusted certificate for updates.
[]> add
Paste certificates to be trusted for secure updater connections, blank to quit
Trusted Certificate for Updater:
Paste cert in PEM format (end with '.'):
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MMIICiDCCAfGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBgDELMAkGA1UEBhMCSU4x
DDAKBgNVBAgTA0tBUjENM............................................
-----END CERTIFICATE-----
.
Choose the operation you want to perform:
- ADD - Upload a new trusted certificate for updates.
- LIST - List trusted certificates for updates.
- DELETE - Delete a trusted certificate for updates.
[]>
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AsyncOS のアップグレード

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

アップグレードおよびアップデートを取得す

るための設定, （988ページ）
まだ実行していない場合は、すべてのアップデートと

アップグレードのダウンロードに適用される設定を行

い、これらのダウンロードをサポートして任意で配信

できるようにネットワークをセットアップします。

ステップ 1   

使用可能なアップグレードの通知,（997ペー
ジ）

アップグレードが使用可能になる時期を確認し、イン

ストールするかどうかを決定します。

ステップ 2   

AsyncOSのアップグレードの準備,（999ペー
ジ）

各アップグレードの実行前に、必須タスクと推奨タス

クを実行します。

ステップ 3   

クラスタ内のマシンのアップグレード,（1180
ページ）

アップグレードのダウンロードとインストー

ル, （999ページ）
アップグレードを実行します。ステップ 4   

クラスタ化されたシステムのアップグレードについて

クラスタ化されたマシンをアップグレードする場合は、クラスタ内のマシンのアップグレード,
（1180ページ）を参照してください。

アップグレード手順用のバッチコマンドについて

アップグレード手順用のバッチコマンドの詳細については、『CLIReferenceGuide forAsyncOS for
Cisco Email Security Appliances』
（http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/prod_command_reference_list.html）を参照してくださ
い。

使用可能なアップグレードの通知

デフォルトでは、AsyncOSアップグレードがアプライアンスで使用可能な場合、管理者および技
術者の権限を持つユーザには、Webインターフェイスの上部に通知が表示されます。

クラスタマシンでは、現在ユーザがログインしているマシンだけにアクションが適用されます。
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操作手順目的

アップグレード通知にカーソルを合わせます。最新のアップグレードの詳細情報を表示する

通知の下向き矢印をクリックします。使用できるすべてのアップグレードのリストを

表示する

下向き矢印をクリックして [通知を消去（Clear
the notification）]を選択してから、[閉じる
（Close）]をクリックします。

現在の通知を閉じる

新しいアップグレードが入手可能になるまで、

アプライアンスは別の通知を表示しません。

[管理アプライアンス（ManagementAppliance）]
> [システム管理（SystemAdministration）] > [シ
ステムアップグレード（SystemUpgrade）]に移
動します。

今後の通知を中止する（管理者権限を持つユー

ザのみ）

使用可能なアップグレードの通知

デフォルトでは、AsyncOSアップグレードがアプライアンスで使用可能な場合、管理者および技
術者の権限を持つユーザには、Webインターフェイスの上部に通知が表示されます。

クラスタマシンでは、現在ユーザがログインしているマシンだけにアクションが適用されます。

操作手順目的

アップグレード通知にカーソルを合わせます。最新のアップグレードの詳細情報を表示する

通知の下向き矢印をクリックします。使用できるすべてのアップグレードのリストを

表示する

下向き矢印をクリックして [通知を消去（Clear
the notification）]を選択してから、[閉じる
（Close）]をクリックします。

現在の通知を閉じる

新しいアップグレードが入手可能になるまで、

アプライアンスは別の通知を表示しません。

[管理アプライアンス（ManagementAppliance）]
> [システム管理（SystemAdministration）] > [シ
ステムアップグレード（SystemUpgrade）]に移
動します。

今後の通知を中止する（管理者権限を持つユー

ザのみ）
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AsyncOS のアップグレードの準備
ベストプラクティスとして、次の手順を実行したアップグレードの準備を推奨します。

ステップ 1 XML設定ファイルのオフボックスを保存します。何らかの理由でアップグレード前のリリースに戻す場
合は、このファイルが必要です。

ステップ 2 セーフリスト/ブロックリスト機能を使用している場合、リストのオフボックスをエクスポートします。
ステップ 3 すべてのリスナーを一時停止します。CLIからのアップグレードを実行する場合は、suspendlistenerコマン

ドを使用します。GUIからのアップグレードを実行する場合は、リスナーの停止が自動的に実行されま
す。

ステップ 4 キューが空になるまで待ちます。CLIの workqueueコマンドでワークキュー内のメッセージ数を表示する
か、rateコマンドでアプライアンスのメッセージスループットをモニタすることができます。

アップグレード後、再びリスナーをイネーブルにしま

す。

（注）

アップグレードのダウンロードとインストール

1回の操作でダウンロードとインストールを行うか、またはバックグラウンドでダウンロードし
後でインストールできます。

AsyncOSを Cisco IronPortサーバからではなくローカルサーバから 1回の操作でダウンロード
とアップグレードする場合は、アップグレードはダウンロード中に即座に実行されます。アッ

プグレードプロセスの開始時に、バナーが 10秒間表示されます。このバナーが表示されてい
る間は、Ctrlを押した状態で Cを押すと、ダウンロードの開始前にアップグレードプロセス
を終了できます。

（注）

はじめる前に

• Ciscoから直接アップグレードをダウンロードするか、またはネットワーク上のサーバから
アップグレードイメージをホストするかを選択します。次に、選択した方式をサポートする

ようにネットワークをセットアップします。そして、選択した入手先からアップグレードを

入手するためにアプライアンスを設定します。アップグレードおよびアップデートを取得す

るための設定,（988ページ）およびアップグレードおよびアップデートをダウンロードする
ためのサーバ設定, （992ページ）を参照してください。

•ここで、アップグレードをインストールする場合は、AsyncOSのアップグレードの準備, （
999ページ）の手順を実行します。

•クラスタ化されたシステムのアップグレードをインストールする場合は、クラスタ内のマシ
ンのアップグレード, （1180ページ）を参照してください。
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•アップグレードをダウンロードするだけの場合、インストールの準備が完了するまでの前提
条件はありません。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [システムアップグレード（System Upgrade）]を選択します。
ステップ 2 [アップグレードオプション（Upgrade Options）]をクリックします。

システムではステータスログの履歴データ（最大3カ月）を分析して、アプライアンスの状態を判断し、
アプライアンスがアップグレード可能かどうかの推奨を提供します。

システムでこの分析を実行するには、ステータスログに 1カ月以上のログデータが含まれてい
る必要があります。

（注）

ステップ 3 分析結果に応じて、次のいずれかを実行します。

•分析で、過去数カ月にシステムで次のいずれかの問題が発生したことが検出された場合は、表示され
た内容に従います。

◦リソース節約モード

◦メール処理の遅延

◦ High CPU usage

◦高いメモリ使用量

◦高いメモリページスワッピング

•システムで分析を実行できない場合（ステータスログのデータが不十分なため）、推奨は提供され
ません。この場合、アプライアンスで最近問題が発生していない場合にのみ、アプライアンスのアッ

プグレードを検討してください。

•分析で問題が検出されなかった場合は、ステップ 4に進みます。

ステップ 4 次のオプションを選択します。

操作手順目的

[ダウンロードしてインストール（Download and Install）]をクリッ
クします。

すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウン

ロードを上書きするよう求められます。

1回の操作でアップグレードのダウ
ンロードとインストールを実行する

[ダウンロードのみ（Download only）]をクリックします。

すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウン

ロードを上書きするよう求められます。

インストーラはサービスを中断することなく、バックグラウンドで

ダウンロードします。

アップグレードインストーラをダウ

ンロードする
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操作手順目的

[Install（インストール）]をクリックします。

このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合に

のみ表示されます。

インストールする AsyncOSのバージョンは、[インストール
（Install）]オプションの下に表示されます。

ダウンロードしたアップグレードイ

ンストーラをインストールする

ステップ 5 以前にダウンロードしたインストーラでインストールする場合を除き、利用可能なアップグレードのリス

トから AsyncOSのバージョンを選択します。
ステップ 6 インストール中の場合、次に従います。

a) 現在の設定をアプライアンス上の configurationディレクトリに保存するかどうかを選択します。
b) コンフィギュレーションファイルでパスフレーズをマスクするかどうかを選択します。

マスクされたパスフレーズが記載されたコンフィギュレーションファイルは、GUIの [設定
ファイル（Configuration File）]ページや CLIの loadconfigコマンドからロードできません。

（注）

c) コンフィギュレーションファイルのコピーを電子メールで送信する場合は、ファイルを送信する電子
メールアドレスを入力します。複数の電子メールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

ステップ 7 [続行（Proceed）]をクリックします。
ステップ 8 インストール中の場合、次に従います。

a) プロセス中のプロンプトに応答できるようにしてください。
応答するまでプロセスは中断されます。

ページの上部の近くに、経過表示バーが表示されます。

b) プロンプトで、[今すぐ再起動（Reboot Now）]をクリックします。
c) 約 10分後、アプライアンスにアクセスしてログインします。
アップグレードの問題を修正するためにアプライアンスの電源を再投入する必要があると思われる場

合は、再起動後 20分以上が経過してから再投入してください。

次の作業

•プロセスが中断された場合、プロセスを再開する必要があります。

•アップグレードをダウンロードしてインストールしなかった場合は次のとおりです。

アップグレードをインストールする準備ができたら、「始める前に」の項の前提条件も含め

次の手順を最初から実行しますが、[インストール（Install）]オプションを選択します。

•アップグレードをインストールした場合、次のとおりです。

◦リスナーを再びイネーブル（再開）にします。
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◦新しいシステムの設定ファイルを保存します。詳細については、設定ファイルの管理,
（977ページ）を参照してください。

•アップグレードが完了したら、再びリスナーをイネーブルにします。

バックグラウンドダウンロードのキャンセルまたは削除ステータスの表示

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [システムアップグレード（System Upgrade）]を選択します。
ステップ 2 [アップグレードオプション（Upgrade Options）]をクリックします。
ステップ 3 次のオプションを選択します。

操作手順目的

ページの中央を確認してください。

進行中のダウンロードおよびダウンロードが完了してインストールさ

れるのを待っているものがない場合は、ダウンロードのステータス情

報は表示されません。

ダウンロードステータスの表示

ページの中央にある、[ダウンロードをキャンセル（CancelDownload）]
ボタンをクリックします。

このオプションは、ダウンロード進行中にのみ表示されます。

ダウンロードのキャンセル

ページの中央にある、[ファイルを削除（DeleteFile）]ボタンをクリッ
クします。

このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合にの

み表示されます。

ダウンロードされたインストーラ

の削除

ステップ 4 （任意）アップグレードログを確認します。

リモート電源再投入の有効化
アプライアンスシャーシの電源をリモートでリセットする機能は、80および 90シリーズハード
ウェアでのみ使用できます。

アプライアンスの電源をリモートでリセットする場合は、このセクションで説明されている手順

を使用して、この機能を事前に有効にし、設定しておく必要があります。

はじめる前に
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•専用のリモート電源再投入（RPC）ポートをセキュアネットワークに直接、ケーブル接続し
ます。詳細については、ハードウェアインストレーションガイドを参照してください。

•ファイアウォールを通過するために必要なポートを開くなど、アプライアンスがリモートア
クセス可能であることを確認します。

•この機能では、専用のリモート電源再投入インターフェイス用に一意の IPv4アドレスが必要
です。このインターフェイスは、このセクションで説明されている手順でのみ設定可能で

す。ipconfigコマンドを使用して設定することはできません。

•アプライアンスの電源を再投入するには、Intelligent Platform Management Interface（IPMI）
バージョン 2.0をサポートするデバイスを管理できるサードパーティ製ツールが必要です。
このようなツールを使用できるように準備されていることを確認します。

•コマンドラインインターフェイスへのアクセスに関する詳細については、CLIのリファレン
スガイドを参照してください。

ステップ 1 SSHまたはシリアルコンソールポートを使用して、コマンドラインインターフェイスにアクセスしま
す。

ステップ 2 管理者権限を持つアカウントを使用してログインします。

ステップ 3 以下のコマンドを入力します。
remotepower

setup

ステップ 4 プロンプトに従って、以下の情報を指定します。

1 この機能専用の IPアドレスと、ネットマスクおよびゲートウェイ。

2 電源の再投入コマンドを実行するために必要なユーザ名とパスフレーズ。

これらのクレデンシャルは、アプライアンスへのアクセスに使用する他のクレデンシャルに依存しま

せん。

ステップ 5 commitを入力して変更を保存します。
ステップ 6 設定をテストして、アプライアンスの電源をリモートで管理できることを確認します。

ステップ 7 入力したクレデンシャルが、将来、いつでも使用できることを確認します。たとえば、この情報を安全な

場所に保管し、このタスクを実行する必要がある管理者が、必要なクレデンシャルにアクセスできるよう

にします。

AsyncOS の以前のバージョンへの復元
AsyncOSには、緊急時にAsyncOSオペレーティングシステムを以前の認定済みのビルドに戻す機
能があります。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1003

システム管理

AsyncOS の以前のバージョンへの復元



復元の影響

アプライアンスにおける revertコマンドの使用は、非常に破壊的な操作になります。このコマン
ドはすべての設定ログおよびデータベースを破壊します。管理インターフェイスのネットワーク

情報のみが保存されます。他のすべてのネットワーク設定は削除されます。さらに、復元はアプ

ライアンスが再設定されるまでメール処理を中断します。このコマンドはネットワーク設定を破

壊するため、revertコマンドを発行する場合はアプライアンスへの物理的なローカルアクセスが
必要になります。

戻し先のバージョンの設定ファイルが必要です。設定ファイルに下位互換性はありません。注意

仮想アプライアンスでの AsyncOS の復元がライセンスに影響を及ぼす可能性
AsyncOS 9.0 for EmailからAsyncOS 8.5 for Emailに復元した場合、ライセンスは変更されません。

AsyncOS 9.0 for EmailからAsyncOS 8.0 for Emailに復元した場合、アプライアンスがセキュリティ
機能なしでメールを配信する 180日間の猶予期間はなくなります。

どちらの場合も、ライセンスキーの有効期限は変更されません。

AsyncOS の復元

ステップ 1 戻し先のバージョンの設定ファイルがあることを確認してください。設定ファイルに下位互換性はありま

せん。設定ファイルを取得するには、ファイルを電子メールでユーザ自身に送信するか、ファイルをFTP
で取得します。詳細については、設定ファイルのメール送信, （979ページ）を参照してください。

ステップ 2 アプライアンスの現在の設定のバックアップコピーを、（パスフレーズをマスクしない状態で）別のマシ

ンに保存します。

このコピーは、バージョンを戻した後にロードするコンフィギュレーションファイルではあり

ません。

（注）

ステップ 3 セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリストデータベースを別の
マシンにエクスポートします。

ステップ 4 メールキューが空になるまで待ちます。

ステップ 5 バージョンを戻すアプライアンスの CLIにログインします。
revertコマンドの実行時には、いくつかの警告プロンプトが発行されます。これらの警告プロンプトに同
意すると、すぐにバージョンを戻す動作が開始します。このため、復元に向けた準備手順が完了するま

で、復元プロセスを開始しないてください。

ステップ 6 CLIから revertコマンドを発行します。
復元プロセスは時間のかかる処理です。復元が完了して、アプライアンスへのコンソールアク

セスが再び利用可能になるまでには、15～ 20分かかります。
（注）
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ステップ 7 アプライアンスが 2回再起動するまで待ちます。
ステップ 8 マシンが 2回再起動したら、シリアルコンソールで interfaceconfigコマンドを使用して、アクセス可能な

IPアドレスをインターフェイスに設定します。
ステップ 9 設定したインターフェイスの 1つで FTPまたは HTTPをイネーブルにします。
ステップ 10 作成した XML設定ファイルを FTPで取得するか、または GUIインターフェイスに貼り付けます。
ステップ 11 戻し先のバージョンの XML設定ファイルをロードします。
ステップ 12 セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリストデータベースをイン

ポートして復元します。

ステップ 13 変更を保存します。
復元が完了したアプライアンスは、選択された AsyncOSバージョンを使用して稼働します。

アプライアンスに生成されるメッセージの返信アドレス

の設定
AsyncOSによって、次のタイミングで生成されるメールのエンベロープ送信者を設定できます。

• Anti-Virus通知

•バウンス

• DMARCフィードバック

•通知（notify()および notify-copy()フィルタの動作）

•隔離通知（および隔離管理機能における「コピー送信」）

•レポート

•その他のすべてのメッセージ

返信アドレスの表示、ユーザ、およびドメイン名を指定できます。ドメイン名に仮想ゲートウェ

イドメインの使用を選択することもできます。

システムで生成された電子メールメッセージの返信アドレスをGUIまたは addressconfigコマンド
を使用して CLIで変更できます。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [返信先アドレス（Return Addresses）]ページの順に進みます。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 1つまたは複数のアドレスへの変更
ステップ 4 変更を送信し、保存します。
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システム状態パラメータのしきい値の設定
組織の要件に応じて、CPU使用率や作業キューの最大メッセージ数など、アプライアンスのさま
ざまな状態パラメータのしきい値を設定できます。指定されたしきい値を超えた場合にアラート

を送信するように、アプライアンスを設定することもできます。

CLIを使用してシステムのヘルスパラメータのしきい値を設定するには、healthconfigコマン
ドを使用します。詳細については、CLIのインラインヘルプ、または『CLI Reference Guide for
AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照してください。

（注）

はじめる前に

しきい値を注意深く決定します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [システムの状態（System Health）]をクリックします。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 次のオプションを設定します。

• CPU使用率のしきい値レベルを指定します（パーセント）。

現在の CPU使用率が設定済みのしきい値を超えた場合に、アラートを受信するかどうかを指定しま
す。最初のアラートが送信された後、最初のアラートがトリガーされてから 15分以内に、CPU使用
率が移動平均を 5%超えた場合、追加のアラートが送信されます。

メール処理プロセスの CPU使用率だけに基づいて、これらのアラートがトリガーされま
す。

（注）

•メモリページスワッピングのしきい値レベルを指定します（ページ数）。

また、スワップされたページ数が設定済みのしきい値を超えた場合に、アラートを受信するかどうか

を指定します。最初のアラートが送信された後、15分以内にメモリページスワッピングが最初のア
ラートをトリガーした値を150%超えた場合、追加のアラートが送信されます。たとえば、しきい値
が 5000に設定されている場合、

◦メモリページスワッピングが 5002に達したときに、最初のアラートが送信されました。

◦ 15分以内にメモリページスワッピングが 7510に達したときに、アラートがもう 1つ送信され
ました。

•作業キューの最大メッセージ数のしきい値レベルを指定します（メッセージ数）。

また、作業キューのメッセージ数が設定済みのしきい値を超えた場合に、アラートを受信するかどう

かを指定します。最初のアラートが送信された後、15分以内に作業キューの最大メッセージ数が最
初のアラートをトリガーした値を150%超えた場合、追加のアラートが送信されます。たとえば、し
きい値が 1000に設定されている場合、

◦作業キューの最大メッセージ数が 1002に達したときに、最初のアラートが送信されました。
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◦ 15分以内に作業キューの最大メッセージ数が 1510に達すると、アラートがもう 1つ送信されま
す。

この機能のアラートはすべて、システムアラートカテゴリに属しま

す。

（注）

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次の作業

この機能のアラートを設定した場合は、システムアラートに登録されていることを確認してくだ

さい。この説明については、アラート受信者の追加, （1009ページ）を参照してください。

E メールセキュリティアプライアンスの状況の確認
ヘルスチェック機能を使用して、Eメールセキュリティアプライアンスの状態を確認できます。
ヘルスチェックを実行すると、現在のステータスログの履歴データ（最大 3カ月）が分析され、
アプライアンスの状態が判断されます。

システムでこの分析を実行するには、ステータスログに 1カ月以上のログデータが含まれて
いる必要があります。

（注）

ヘルスチェックを実行するには、

• Webインターフェイスで、[システム管理（SystemAdministration）] > [システムの状態（System
Health）]ページに移動して、[ヘルスチェックを実行（Run Health Check）]をクリックしま
す。

• CLIで healthconfigコマンドを実行します。

分析結果により、過去数カ月にシステムで次の問題が 1つ以上発生したかどうかが示されます。

•リソース節約モード

•メール処理の遅延

• High CPU usage

•高いメモリ使用量

•高いメモリページスワッピング

ヘルスチェックにおいて、アプライアンスで上記の問題が 1つ以上発生していることが示された
場合、システム設定を確認して最適化することを検討してください。詳細については、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118881-technote-esa-00.html
を参照してください。
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アラート（Alerts）
アラートメッセージは自動生成される標準電子メールメッセージであり、アプライアンスで発生

するイベントに関する情報が含まれています。これらのイベントにはマイナーからメジャーまで

の重要度（または重大度）レベルがあり、一般的にアプライアンスの特定のコンポーネントまた

は機能に関連しています。アラートは、アプライアンスで生成されます。送信するアラートメッ

セージの種類、重大度、および送信するユーザを非常に詳細なレベルで指定できます。アラート

は、GUIの [システム管理（System Administration）] > [アラート（Alerts）]ページ（または CLI
の alertconfigコマンド）で管理します。

アラートの重大度

アラートは、次の重大度に従って送信されます。

• Critical：すぐに対処が必要です。

• Warning：今後モニタリングが必要な問題またはエラー。すぐに対処が必要な可能性もあり
ます。

• Information：デバイスのルーティン機能で生成される情報。

AutoSupport
十分なサポートと今後のシステム変更の設計を可能にするため、システムで生成されたすべての

アラートメッセージをシスコに送信するようにアプライアンスを設定できます。この機能は

AutoSupportと呼ばれ、シスコによるお客様のニーズへのプロアクティブな対応に役立ちます。ま
た、AutoSupportはシステムの稼働時間、statusコマンドの出力、および使用されている AsyncOS
バージョンを通知するレポートを毎週送信します。

デフォルトでは、アラートタイプが Systemで重大度レベルが Informationのアラートを受信する
ように設定されているアラート受信者は、シスコに送信される各メッセージのコピーを受信しま

す。内部にアラートメッセージを毎週送信しない場合は、この設定をディセーブルにできます。

この機能をイネーブルまたはディセーブルにするには、アラート設定値の設定,（1010ページ）を
参照してください。

アラートの配信

アラートメッセージはアプライアンス内の問題の通知に使用されるため、送信にAsyncOSの標準
メール配信システムを使用しません。代わりに、アラートメッセージはAsyncOSで重大なシステ
ム故障が発生しても動作するように設計された、個別に並行動作する電子メールシステムで処理

されます。

アラートメールシステムは、AsyncOSと同一の設定を共有しません。このため、アラートメッ
セージは、次のように他のメール配信とは若干異なる動作をする可能性があります。
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•アラートメッセージは、標準の DNS MXレコードおよび Aレコードのルックアップを使用
して配信されます。

◦ SMTPルートは使用しません。

◦アラートメッセージは DNSエントリを 30分間キャッシュし、そのキャッシュは 30分
ごとにリフレッシュされます。このため、DNS障害時にもアラートが出力されます。

•アラートメッセージはワークキューを通過しないため、ウイルスまたはスパムのスキャン
対象外です。メッセージフィルタまたはコンテンツフィルタの処理対象にも含まれません。

•アラートメッセージは配信キューを通過しないため、バウンスのプロファイルまたは送信先
制御の制限には影響を受けません。

アラートメッセージの例
Date: 23 Mar 2005 21:10:19 +0000

To: joe@example.com

From: IronPort C60 Alert [alert@example.com]

Subject: Critical-example.com: (Anti-Virus) update via http://newproxy.example.com
failed

The Critical message is:

update via http://newproxy.example.com failed

Version: 4.5.0-419

Serial Number: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX

Timestamp: Tue May 10 09:39:24 2005

For more information about this error, please see
http://support.ironport.com

If you desire further information, please contact your support provider.

アラート受信者の追加

アラートエンジンでは、送信するアラートの種類とアラート受信者を詳細に制御できます。たと

えば、アラート受信者がSystem（アラートの種類）に関するCritical（重大度）の情報が送信され
たときのみ通知を受信するように設定することで、アラート受信者に特定のアラートのみを送信

するように設定できます。
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システムのセットアップ時にAutoSupportをイネーブルにした場合、指定した電子メールアド
レスにすべての重大度およびクラスのアラートを受信します（デフォルト）。この設定はいつ

でも変更できます。

（注）

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [アラート（Alerts）]を選択します。
ステップ 2 [受信者を追加（Add Recipient）]をクリックします。
ステップ 3 受信者の電子メールアドレスを入力します。複数のアドレスをカンマで区切って入力することもできま

す。

ステップ 4 （任意）シスコサポートからソフトウェアリリースおよび重大なサポート通知のアラートを受信するに

は、[リリースおよびサポート通知（Release and Support Notifications）]をオンにします。
ステップ 5 この受信者が受信するアラートのタイプと重大度を選択します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

アラート設定値の設定

次の設定は、すべてのアラートに適用されます。

後から確認するためにアプライアンスに保存するアラートの数を定義するには alertconfig CLI
コマンドを使用します。

（注）

ステップ 1 [アラート（Alerts）]ページで [設定を編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 2 アラートの送信に使用する Header From:アドレスを入力するか、[自動生成（Automatically Generated）]

（「alert@<hostname>」を自動生成）を選択します。
ステップ 3 重複したアラートを送信するまでに待機する秒数を指定する場合は、チェックボックスをオンにします。

詳細については、重複したアラートの送信, （1011ページ）を参照してください。

•重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の初期値を指定します。

•重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の最大値を指定します。

ステップ 4 [IronPort AutoSupport]オプションをオンにすることで、AutoSupportをイネーブルにできます。AutoSupport
の詳細については、AutoSupport, （1008ページ）を参照してください。

• AutoSupportがイネーブルの場合、Informationレベルの Systemアラートを受信するように設定された
アラート受信者に、毎週AutoSupportレポートが送信されます。チェックボックスを外すことでディ
セーブルにできます。
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ステップ 5 変更を送信し、保存します。

アラート設定

アラート設定では、アラートの全般的な動作と設定を制御します。設定には次のような項目があ

ります。

• RFC 2822 Header From：アラートを送信するタイミング（アドレスを入力するか、デフォル
トの「alert@<hostname>」を使用します）。また、alertconfig -> fromコマンドを使用して、
この値を CLIで設定することもできます。

•重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の初期値。

•重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の最大値。

• AutoSupportのステータス（イネーブルまたはディセーブル）。

• Informationレベルの Systemアラートを受信するように設定されたアラート受信者への、
AutoSupportの毎週のステータスレポートの送信。

重複したアラートの送信

AsyncOSが重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の初期値を指定できます。この値を
0に設定した場合、重複したアラートのサマリーは送信されず、代わりにすべての重複したアラー
トがリアルタイムに送信されます（短時間に大量の電子メールを受信する可能性があります）。

重複したアラートを送信するまでに待機する秒数は、アラートを送信するたびに増加します。こ

の増加は、待機する秒数に、直前の間隔の 2倍を加えたものになります。つまり、この値を 5秒
に設定すると、アラートは 5秒後、15秒後、35秒後、75秒後、155秒後、315秒後といった間隔
で送信されます。

最終的に、送信間隔は非常に大きな秒数になります。[重複するアラー メッセージを送信する前

に待機する最大の秒数（Maximum Number of Seconds to Wait Before Sending a Duplicate Alert）]
フィールドを使用して、待機間隔の秒数に制限を設けることができます。たとえば、初期値を 5
秒に設定し、最大値を 60秒に設定すると、アラートは 5秒後、15秒後、35秒後、60秒後、120
秒後といった間隔で送信されます。

最新アラートの表示

Eメールセキュリティアプライアンスは最新のアラートを保存するので、アラートメッセージを
消失または削除した場合にGUIおよび CLIの両方で表示できます。これらのアラートは、アプラ
イアンスからダウンロードできません。

最新のアラートのリストを表示するには、[アラート（Alerts）]ページにある [トップアラートを
表示（View Top Alerts）]ボタンをクリックするか、CLIで displayalertsコマンドを使用します。
GUIでアラートを、日付、レベル、クラス、テキスト、受信者によって調整します。
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デフォルトでは、アプライアンスは [トップアラート（Top Alerts）]ウィンドウに表示するため
に最大50個のアラートを保存します。アプライアンスが保存するアラートの数を編集するには、
CLIで alertconfig -> setupコマンドを使用します。この機能を無効にするにはアラートの数を 0に
変更します。

アラートの説明

次の表に、分類したアラートのリストを示します。表には、アラート名（Ciscoで使用される内部
記述子）、アラートの実際のテキスト、説明、重大度（critical、information、または warning）お
よびメッセージのテキストに含まれるパラメータ（存在する場合）が含まれています。アラート

の実際のテキストでは、パラメータ値は置き換えられます。たとえば、次のアラートメッセージ

ではメッセージのテキストに「$ip」が記述されています。アラート生成時に「$ip」は実際の IP
アドレスに置き換えられます。

アンチスパムアラート

次の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなアンチスパムアラートのリストです。アラートの説
明と重大度が記載されています。

表 83：発生する可能性があるアンチスパムアラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「engine」：アンチスパムエンジンの
タイプ。

「message」：ログメッセージ。

「tb」：イベントのトレースバック。

$engine anti-spam - $message $tbAS.SERVER.ALERT

Critical。アンチスパムエンジンに障害が発生し
た場合に送信されます。

「engine」：アンチスパムエンジンの
名前

「message」：メッセージ。

Update - $engine - $messageAS.TOOL.INFO_ALERT

Information。アンチスパムエンジンに問題が発
生した場合に送信されます。

「engine」：アンチスパムエンジンの
名前

「message」：メッセージ。

Update - $engine - $messageAS.TOOL.ALERT

Critical。アンチスパムエンジンの管理に使用さ
れるツールの 1つに問題があり、アップデート
が中止される場合に送信されます。

アンチウイルスアラート

次の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなアンチウイルスアラートのリストです。アラートの
説明と重大度が記載されています。
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表 84：発生する可能性があるアンチウイルスアラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「engine」：アンチウイルスエンジン
のタイプ。

「message」：ログメッセージ。

「tb」：イベントのトレースバック。

$engine antivirus - $message $tbAV.SERVER.ALERT
/AV.SERVER.CRITICAL

Critical。アンチウイルススキャンエンジ
ンに重大な問題が発生した場合に送信さ

れます。

「engine」：アンチウイルスエンジン
のタイプ。

「message」：ログメッセージ。

「tb」：イベントのトレースバック。

$engine antivirus - $message $tbAV.SERVER.ALERT.INFO

Information。アンチウイルススキャンエ
ンジンに情報イベントが発生した場合に

送信されます。

「engine」：アンチウイルスエンジン
のタイプ。

「message」：ログメッセージ。

「tb」：イベントのトレースバック。

$engine antivirus - $message $tbAV.SERVER.ALERT.WARN

Warning。アンチウイルススキャンエン
ジンに問題が発生した場合に送信されま

す。

「mid」：MID

「what」：発生したエラー。

「tag」：ウイルスアウトブレイク名
（設定されている場合）。

MID $mid antivirus $what error $tagMAIL.ANTIVIRUS.ERROR_MESSAGE

Critical。メッセージのスキャン中に、ア
ンチウイルススキャンがエラーを生成し

た場合に送信されます。

「mid」：MID

「engine」：使用されているエンジン。

MID$mid ismalformed and cannot be scanned
by $engine.

MAIL.SCANNER.

PROTOCOL_MAX_RETRY

Critical。メッセージが不正なため、スキャ
ンエンジンはメッセージのスキャンに失

敗しました。再試行の最大回数を超過し

たため、メッセージはエンジンにスキャ

ンされずに処理されます。

ディレクトリ獲得攻撃（DHAP）アラート
以下の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなDHAPアラートのリストです。アラートの説明と
重大度が記載されています。
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表 85：発生する可能性があるディレクトリ獲得攻撃アラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

LDAP: Potential Directory Harvest Attack
detected.See the system mail logs for more
information about this attack.

LDAP.DHAP_ALERT

Warning。ディレクトリ獲得攻撃の可能性を
検出した場合に送信されます。

ハードウェアアラート

以下の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなハードウェアアラートのリストです。アラートの
説明と重大度が記載されています。

表 86：発生する可能性があるハードウェアアラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「port」：インターフェイス名。

「in_err」：最後のメッセージ以降の
入力エラー数。

「out_err」：最後のメッセージ以降の
出力エラー数。

「col」：最後のメッセージ以降のパ
ケット衝突数。

Port $port: has detected $in_err input
errors, $out_err output errors, $col
collisions please check your media settings.

INTERFACE.ERRORS

Warning。インターフェイスエラーを
検出した場合に送信されます。

「file_system」：ファイルシステムの
名前

「capacity」：ファイルシステムの使
用率（%）。

The $file_system partition is at $capacity%
capacity

MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM

Warning。ディスクパーティションが
75 %の使用率に近づいた場合に送信
されます。

「file_system」：ファイルシステムの
名前

「capacity」：ファイルシステムの使
用率（%）。

The $file_system partition is at $capacity%
capacity

MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM。
CRITICAL

Critical。ディスクパーティションが
90 %の使用率に達した場合（95 %、
96 %、97 %など）に送信されます。
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パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「error」：RAIDエラーのテキスト。A RAID-event has occurred: $errorSYSTEM.RAID_EVENT_ALERT

Warning。重大な RAID-eventが発生し
た場合に送信されます。

「error」：RAIDエラーのテキスト。A RAID-event has occurred: $errorSYSTEM.RAID_EVENT_ALERT_INFO

Information。RAID-eventが発生した場
合に送信されます。

スパム隔離アラート

以下の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなスパム隔離アラートのリストです。アラートの説
明と重大度が記載されています。

表 87：発生する可能性があるスパム隔離アラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「host」：オフボックス隔離のアドレ
ス。

「port」：オフボックス隔離に接続す
るポート。

ISQ: Could not connect to off-box
quarantine at $host:$port

ISQ.CANNOT_CONNECT_OFF_BOX

Information。AsyncOSが（オフボック
ス）IPアドレスに接続できない場合に
送信されます。

「msg」：表示されるメッセージISQ: $msgISQ.CRITICAL

Critical。スパム隔離に重大なエラーが
発生した場合に送信されます。

「threshold」：アラートを開始する使
用率のしきい値

ISQ: Database over $threshold% fullISQ.DB_APPROACHING_FULL

Warning。スパム隔離データベースが
フルに近い場合に送信されます。

ISQ: database is fullISQ.DB_FULL

Critical。スパム隔離データベースがフ
ルになった場合に送信されます。
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パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「mid」：MID

「rcpt」：受信者または「all」

「reason」：メッセージが削除されな
い理由

ISQ: Failed to delete MID $mid for $rcpt:
$reason

ISQ.MSG_DEL_FAILED

Warning。スパム隔離からの電子メー
ルの削除に失敗した場合に送信されま

す。

「reason」：通知が送信されない理由ISQ: Failed to send notification message:
$reason

ISQ.MSG_NOTIFICATION_FAILED

Warning。通知メッセージの送信に失
敗した場合に送信されます。

ISQ.MSG_QUAR_FAILED
Warning。メッセージの隔離に失敗し
た場合に送信されます。

「mid」：MID

「rcpt」：受信者または「all」

「reason」：メッセージが解放されな
い理由

ISQ: Failed to release MID $mid to $rcpt:
$reason

ISQ.MSG_RLS_FAILED

Warning。メッセージの開放に失敗し
た場合に送信されます。

「mid」：MID

「reason」：メッセージが解放されな
い理由

ISQ: Failed to release MID $mid: $reasonISQ.MSG_RLS_FAILED_UNK_RCPTS

Warning。受信者が不明のため、メッ
セージの開放に失敗した場合に送信さ

れます。

「user」：エンドユーザ名ISQ: Could not retrieve $user’s
properties.Setting defaults

ISQ.NO_EU_PROPS

Information。AsyncOSがユーザの情報
を取得できない場合に送信されます。

ISQ: Setting up off-box ISQwithout setting
host

ISQ.NO_OFF_BOX_HOST_SET

Information。AsyncOSが外部隔離を参
照するように設定されているものの、

外部隔離が定義されていない場合に送

信されます。
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セーフリスト/ブロックリストアラート
次の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなセーフリスト/ブロックリストアラートのリストで
す。アラートの説明と重大度が記載されています。

表 88：発生する可能性があるセーフリスト/ブロックリストアラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「error」：エラーの原因SLBL: Failed to recover End-User
Safelist/Blocklist database: ’$error’.

SLBL.DB.RECOVERY_FAILED

Critical。セーフリスト/ブロックリスト
データベースの復旧に失敗しました。

「current」：データベース使用量
（MB）

「limit」：設定された制限使用量
（MB）

SLBL: End-User Safelist/Blocklist database
exceeded allowed disk space: $current of
$limit.

SLBL.DB.SPACE_LIMIT

Critical。セーフリスト/ブロックリスト
データベースが許容されたディスク領

域を超過しました。

システムアラート

次の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなシステムアラートのリストです。アラートの説明と
重大度が記載されています。

表 89：発生する可能性があるシステムアラートのリスト

パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

-参照先：高度なマルウェア防御の問題に関

連するアラートの受信の確認,（484ページ）
AMP.ENGINE.ALERT

-『AsyncOS API for Cisco Email Security
Appliances -Getting StartedGuide』の「Alerts」
セクションを参照してください。

AsyncOS APIアラート

-の「アラート」セクションを参照してくださ

い。Office 365メールボックスのメッセージ
の自動修復, （573ページ）

メールボックス自動修復アラー

ト
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

「error」：エラーのテキスト（通常は
トレースバック）

An application fault occurred: $errorCOMMON.APP_FAILURE

Warning。不明なアプリケーション障害が発
生した場合に送信されます。

'$engine'：サービスエンジンの名前。
値は次のとおりです。

• Sophos

• McAfee

•グレイメール

<$level>: <$class>COMMON.ENGINE_AUTO_UPDATE_
ENABLED

情報：自動更新が特定のエンジン <$engine>
に対して有効になっています。これでこのエ

ンジンの自動エンジン更新を受け取ることに

なります。

'$engine'：サービスエンジンの名前。
値は次のとおりです。

• Sophos

• McAfee

•グレイメール

<$level>: <$class>COMMON.ENGINE_AUTO_UPDATE_
DISABLED

情報：自動更新が特定のエンジン <$engine>
に対して無効になっています。特定のエンジ

ンのグローバル設定ページで自動更新を有効

にしない限り、このエンジンの自動更新を受

け取ることはありません。

「feature」：有効期限が切れる機能の
名前。

Your "$feature" key has expired.Please contact
your authorized Cisco sales representative.

COMMON.KEY_EXPIRED_
ALERT

Warning。ライセンスキーの有効期限が切れ
た場合に送信されます。

「feature」：有効期限が切れる機能の
名前。

「days」：有効期限が切れるまでの日
数。

Your "$feature" key will expire in under $days
day(s).Please contact your authorized Cisco sales
representative.

COMMON.KEY_EXPIRING_
ALERT

Warning。ライセンスキーの有効期限が切れ
る場合に送信されます。

「feature」：有効期限が切れる機能の
名前。

「days」：有効期限が切れるまでの日
数。

This is a final notice.Your "$feature" key will
expire in under $days day(s).Please contact your
authorized Cisco sales representative.

COMMON.KEY_FINAL_EXPIRING_
ALERT

Warning。ライセンスキーの有効期限が切れ
る場合の最後の通知として送信されます。
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

「days」：アラート送信時点での猶予
期間の残り日数。

猶予期間の詳細については、仮想アプ

ライアンスのライセンスの有効期限,
（976ページ）を参照してください。

All security services licenses for this Cisco Email
Security Appliance have expired.The appliance
will continue to deliver mail without security
services for $days days.

To renew security services licenses, Please contact
your authorized Cisco sales representative.

KEYS.GRACE_EXPIRING_
ALERT

Critical。仮想アプライアンスのライセンス有
効期限について、猶予期間の開始時点から定

期的に送信されます。

猶予期間の詳細については、仮想アプ

ライアンスのライセンスの有効期限,
（976ページ）を参照してください。

This is the final notice.All security services
licenses for this Cisco Email Security
Appliancehave expired.The appliance will
continue to deliver mail without security services
for 1 day.

To renew security services licenses, Please contact
your authorized Cisco sales representative.

KEYS.GRACE_FINAL_EXPIRING_
ALERT

Critical。仮想アプライアンスライセンスの
有効期限の 1日前に送信されます。

猶予期間の詳細については、仮想アプ

ライアンスのライセンスの有効期限,
（976ページ）を参照してください。

Your grace period has expired.All security sevice
have expired, and your appliance is
non-functional.The appliance will no longer
deliver mail until a new license is applied.

To renew security services licenses, Please contact
your authorized Cisco sales representative.

KEYS.GRACE_EXPIRED_ALERT

Critical。仮想アプライアンスの猶予期間を過
ぎると送信されます。

Failed to bootstrap the DNS resolver.Unable to
contact root servers.

DNS.BOOTSTRAP_FAILED

Warning。アプライアンスがルートDNSサー
バに問い合わせることができない場合に送信

されます。

「class」：「Filter」、「SimpleFilter」
などのいずれか。

「error」：フィルタが無効な理由に関
する追加の情報。

Invalid $class: $errorCOMMON.INVALID_FILTER

Warning。無効なフィルタが存在する場合に
送信されます。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1019

システム管理

アラートの説明



パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

「ip」：ログインを試行した IPアドレ
ス。

The host at $ip has been added to the blacklist
because of an SSH DOS attack.

The host at $ip has been permanently added to the
ssh whitelist.

The host at $ip has been removed from the
blacklist

IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_
WHITELIST

IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_
BLACKLIST

IPBLOCKD.HOST_REMOVED_
FROM_BLACKLIST

Warning。

SSH経由でアプライアンスに接続しようとし
たが、有効なクレデンシャルを提出しなかっ

た IPアドレスは、2分間で試行操作が 11回
以上失敗すると SSHブラックリストに追加
されます。

同じ IPアドレスからのユーザログインが成
功した場合、その IPアドレスはホワイトリ
ストに追加されます。

ホワイトリストに含まれているアドレスは、

ブラックリストにも含まれている場合でもア

クセスが許可されます。

約1日経過後にそのエントリはブラックリス
トから自動的に削除されます。

「name」：クエリーの名前。LDAP: Failed group query $name, comparison in
filter will evaluate as false

LDAP.GROUP_QUERY_FAILED_
ALERT

Critical。LDAPグループクエリーに失敗し
た場合に送信されます。

「name」：クエリーの名前。

「why」：エラーが発生した理由。

LDAP: work queue processing error in $name
reason $why

LDAP.HARD_ERROR

Critical。LDAPクエリーが（すべてのサーバ
で試行した後）完全に失敗した場合に送信さ

れます。

Critical。さまざまなロギングエラー。LOG.ERROR.*
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

「mid」：メッセージの一意の識別番
号。

「rule_name」：一致したルールの名
前。

「details」：メッセージまたはルール
に関する詳細情報。

MID$midmatched the $rule_name rule.\n Details:
$details

MAIL.FILTER.RULE_MATCH_
ALERT

Information。Header Repeatsルールが trueと
評価されるたびに送信されます。

LDAP group query failure during per-recipient
scanning, possible LDAP misconfiguration or
unreachable server.

MAIL.PERRCPT.LDAP_GROUP_
QUERY_FAILED

Critical。各受信者のスキャン時に LDAPグ
ループクエリーに失敗した場合に送信され

ます。

Critical。メールキューのさまざまなハード
エラー。

MAIL.QUEUE.ERROR.*

「hostname」：ホストの名前。

「memory_threshold_start」：メモリの
ターピットを開始するパーセントしき

い値。

「memory_threshold_halt」：メモリが
フルのためにシステムが停止するパー

セントしきい値。

This system (hostname: $hostname) has entered
a ‘resource conservation’ mode in order to prevent
the rapid depletion of critical system
resources.RAM utilization for this system has
exceeded the resource conservation threshold of
$memory_threshold_start%.The allowed receiving
rate for this system will be gradually decreased as
RAM utilization approaches
$memory_threshold_halt%.

MAIL.RES_CON_START_
ALERT.MEMORY

Critical。メモリ使用率がシステムリソース
節約しきい値を超過した場合に送信されま

す。

「hostname」：ホストの名前。This system (hostname: $hostname) has entered
a ‘resource conservation’ mode in order to prevent
the rapid depletion of critical system resources.The
queue is overloaded and is unable to maintain the
current throughput.

MAIL.RES_CON_START_
ALERT.QUEUE_SLOW

Critical。メールキューが過負荷となり、シ
ステムリソース節約がイネーブルになった

場合に送信されます。
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

「hostname」：ホストの名前。

「queue_threshold_start」：キューの
ターピットを開始するパーセントしき

い値。

「queue_threshold_halt」：キューがフ
ルのためにシステムが停止するパーセ

ントしきい値。

This system (hostname: $hostname) has entered
a ‘resource conservation’ mode in order to prevent
the rapid depletion of critical system
resources.Queue utilization for this system has
exceeded the resource conservation threshold of
$queue_threshold_start%.The allowed receiving
rate for this system will be gradually decreased as
queue utilization approaches
$queue_threshold_halt%.

MAIL.RES_CON_START_
ALERT.QUEUE

Critical。キュー使用率がシステムリソース
節約しきい値を超過した場合に送信されま

す。

「hostname」：ホストの名前。

「suspend_threshold」：リスナーが一
時停止されるワークキューの下限サイ

ズ。

「resume_threshold」：リスナーが再開
されるワークキューの上限サイズ。

This system (hostname: $hostname) has entered
a ‘resource conservation’ mode in order to prevent
the rapid depletion of critical system
resources.Listeners have been suspended because
the current work queue size has exceeded the
threshold of $suspend_threshold.Listeners will be
resumed once the work queue size has dropped to
$resume_threshold.These thresholds may be
altered via use of the ‘tarpit’ command on the
system CLI.

MAIL.RES_CON_START_
ALERT.WORKQ

Information。ワークキューのサイズが大きす
ぎるため、リスナーが一時停止された場合に

送信されます。

「hostname」：ホストの名前。This system (hostname: $hostname) has entered
a ‘resource conservation’ mode in order to prevent
the rapid depletion of critical system resources.

MAIL.RES_CON_START_
ALERT

Critical。アプライアンスが「リソース節約」
モードになった場合に送信されます。

「hostname」：ホストの名前。This system (hostname: $hostname) has exited
‘resource conservation’ mode as resource
utilization has dropped below the conservation
threshold.

MAIL.RES_CON_STOP_ALERT

Information。アプライアンスの「リソース節
約」モードが解除された場合に送信されま

す。
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

—将来の URLカテゴリセットの変更, （462
ページ）を参照してください。

MAIL.SDS.CATEGORY_CHANGE

URLフィルタリングのトラブルシューティ
ング, （440ページ）を参照してください。

MAIL.SDS.CERTIFICATE_
INVALID

MAIL.SDS.ERROR_FETCHING_
CERTIFICATE

「num」：ワークキューに存在する
メッセージ数。

「reason」：ワークキューが中断され
た理由。

work queue paused, $num msgs, $reasonMAIL.WORK_QUEUE_PAUSED_
NATURAL

Critical。ワークキューが中断された場合に
送信されます。

「num」：ワークキューに存在する
メッセージ数。

work queue resumed, $num msgsMAIL.WORK_QUEUE_UNPAUSED_
NATURAL

Critical。ワークキューが再開された場合に
送信されます。

Not running as root, unable to adjust system timeNTP.NOT_ROOT

Warning。rootとして NTPが実行されていな
いためにアプライアンスが時刻を調整できな

い場合に送信されます。

「mid」：MIDUnable to quarantine MID $mid - quarantine
system unavailable

QUARANTINE.ADD_DB_ERROR

Critical。メッセージを隔離エリアに送ること
ができない場合に送信されます。

「version」：検出されたスキーマバー
ジョン。

「target_version」：対象のスキーマ
バージョン。

Unable to update quarantine database (current
version: $version; target $target_version)

QUARANTINE.DB_UPDATE_
FAILED

Critical。隔離データベースがアップデートで
きない場合に送信されます。

「file_system」：ファイルシステムの
名前

The quarantine system is unavailable due to a lack
of space on the $file_system partition.

QUARANTINE.DISK_SPACE_
LOW

Critical。隔離用のディスク領域がフルになっ
た場合に送信されます。
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

「quarantine」：隔離の名前。

「full」：隔離エリアの容量使用率。

Quarantine "$quarantine" is $full% fullQUARANTINE.THRESHOLD_
ALERT

Warning。隔離エリアの容量使用率が 5 %、
50 %、または 75 %に達した場合に送信され
ます。

「quarantine」：隔離の名前。

「full」：隔離エリアの容量使用率。

Quarantine "$quarantine" is $full% fullQUARANTINE.THRESHOLD_
ALERT.SERIOUS

Critical。隔離エリアの容量使用率が 95 %に
達した場合に送信されます。

「err_msg」：発生したエラーメッセー
ジ

The reporting system has encountered a critical
error while opening the database.In order to
prevent disruption of other services, reporting has
been disabled on this machine.Please contact
customer support to have reporting enabled.The
error message is: $err_msg

REPORTD.DATABASE_OPEN_
FAILED_ALERT

Critical。レポートエンジンがデータベース
を開けない場合に送信されます。

「threshold」：しきい値Processing of collected reporting data has been
disabled due to lack of logging disk space.Disk
usage is above $threshold percent.Recording of
reporting events will soon become limited and
reporting data may be lost if disk space is not freed
up (by removing old logs, etc.).Once disk usage
drops below $threshold percent, full processing
of reporting data will be restarted automatically.

REPORTD.AGGREGATION_
DISABLED_ALERT

Warning。システムのディスク領域が不足し
ている場合に送信されます。ログエントリ

に関するディスク使用率がログ使用率のしき

い値を超過すると、reportdは集約をディセー
ブルにし、アラートを送信します。

「duration」：クライアントがレポー
トデーモンへの問い合わせを試行する

時間。この値は、人間が読み取れる形

式の文字列です（「1h 3m 27s」）。

Reporting Client: The reporting system has not
responded for an extended period of time
($duration).

REPORTING.CLIENT.UPDATE_
FAILED_ALERT

Warning。レポートエンジンがレポートデー
タを保存できなかった場合に送信されます。
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

Reporting Client: The reporting system is unable
to maintain the rate of data being generated.Any
new data generated will be lost.

REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FULL

Critical。レポートエンジンが新規データを
保存できない場合に送信されます。

Reporting Client: The reporting system is now
able to handle new data.

REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FREE

Information。レポートエンジンが再び新規
データを保存できるようになった場合に送信

されます。

「report_title」：レポートのタイトルA failure occurred while building periodic report
‘$report_title’.This subscription has been removed
from the scheduler.

PERIODIC_REPORTS.REPORT_
TASK.BUILD_FAILURE

Critical。レポートエンジンがレポートを作
成できない場合に送信されます。

「report_title」：レポートのタイトルA failure occurred while emailing periodic report
‘$report_title’.This subscription has been removed
from the scheduler.

PERIODIC_REPORTS.REPORT_
TASK.EMAIL_FAILURE

Critical。レポートを電子メールで送信できな
かった場合に送信されます。

「report_title」：レポートのタイトルA failure occurred while archiving periodic report
’$report_title’.This subscription has been removed
from the scheduler.

PERIODIC_REPORTS.REPORT_
TASK.ARCHIVE_FAILURE

Critical。レポートをアーカイブできなかった
場合に送信されます。

「query」：クエリーするアドレス。

「response」：受信した応答の rawデー
タ。

Error processing response to query $query:
response was $response

SENDERBASE.ERROR

Information。SenderBaseからの応答を処理中
にエラーが発生した場合に送信されます。

「ip」：リモートサーバの IP。

「why」：エラーが発生した理由。

SMTP Auth: could not reach forwarding server
$ip with reason: $why

SMTPAUTH.FWD_SERVER_
FAILED_ ALERT

Warning。SMTP認証転送サーバが到達不能
である場合に送信されます。
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

SMTPAuth: LDAP query failed, see LDAP debug
logs for details.

SMTPAUTH.LDAP_QUERY_
FAILED

Warning。LDAPクエリーが失敗した場合に
送信されます。

「error」：発生したエラー。While preparing to ${what}, failed to stop mail
server gracefully: ${error}$what:=reboot

SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_
FAILURE.

REBOOT
Warning。再起動中のシステムをシャットダ
ウンしている際に問題が発生した場合に送信

されます。

「error」：発生したエラー。While preparing to ${what}, failed to stop mail
server gracefully: ${error}$what:=shut down

SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_
FAILURE.

SHUTDOWN
Warning。システムをシャットダウンしてい
る際に問題が発生した場合に送信されます。

'user'：ユーザの名前

'numlogins'：構成済みのアラートしき
い値

' rhost'：リモートホストのアドレス

User "$user" is locked after $numlogins
consecutive login failures.Last login attempt was
from $rhost

情報：失敗したログイン試行が最大数になっ

たためにユーザアカウントがロックされる

と送信されます。

SYSTEM.LOGIN_FAILURES_LOCK_ALERT

「why」：エラーメッセージ。Error updating recipient validation data: $whySYSTEM.RCPTVALIDATION.UPDATE_
FAILED

Critical。受信者検証のアップデートに失敗し
た場合に送信されます。

Tech support: Service tunnel has been disabledSYSTEM.SERVICE_TUNNEL.DISABLED

Information。シスコサポートサービス用に
作成されたトンネルが無効の場合に送信され

ます。

「port」：サービストンネルに使用さ
れるポート。

Tech support: Service tunnel has been enabled,
port $port

SYSTEM.SERVICE_TUNNEL.ENABLED

Information。シスコサポートサービス用に
作成されたトンネルが有効の場合に送信され

ます。
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

「ip」：ログインを試行した IPアドレ
ス。

The host at $ip has been added to the blacklist
because of an SSH DOS attack.

The host at $ip has been permanently added to the
ssh whitelist.

The host at $ip has been removed from the
blacklist

IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_
WHITELIST

IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_
BLACKLIST

IPBLOCKD.HOST_REMOVED_FROM_
BLACKLIST

Warning。

SSH経由でアプライアンスに接続しようとし
たが、有効なクレデンシャルを提出しなかっ

た IPアドレスは、2分間で試行操作が 11回
以上失敗すると SSHブラックリストに追加
されます。

同じ IPアドレスからのユーザログインが成
功した場合、その IPアドレスはホワイトリ
ストに追加されます。

ホワイトリストに含まれているアドレスは、

ブラックリストにも含まれている場合でもア

クセスが許可されます。

約1日経過後にそのエントリはブラックリス
トから自動的に削除されます。

[「件名」（'subject'）]：エンジンに固
有のウォッチドッグアラートの件名

[「テキスト」（'text'）]：エンジンに
固有のウォッチドッグアラートのテキ

スト

<$level>: <$class>, <$hostname>: $subject $text

警告（Warning）。

Cisco Eメールセキュリティアプライアンス
は、次のエンジンのヘルス条件をモニタする

ウォッチドッグサービスを使用します。

•スパム対策

•ウイルス対策

•アンチマルウェア防御

•グレイメール

上記のエンジンのいずれかが特定期間の

ウォッチドッグサービスに応答しない場合、

ウォッチドッグサービスはエンジンを再起

動し、管理者にアラートを送信します。

WATCHDOG_RESTART_ALERT_
MSG
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パラメータメッセージと説明コンポーネント/アラート名

’added’：次の国が追加されます。
<iso_code1>:<country_nam
e1>,<iso_code2>:<country_name2>,

’deleted’：次の国が削除されます。
<iso_code1>:<country_nam
e1>:<iso_code2>:<country_name2>,

警告（Warning）。[位置情報の更新
（Geolocation Update）]：サポート対象の国
のリストが変更されています。

追加された国：<$added>

削除された国：<$deleted>

これに応じてHAT送信者グループ、メッセー
ジフィルタ、およびコンテンツフィルタの

設定を確認します。

MAIL.IMH.GEODB_UPDATE_
COUNTRIES'

アップデータアラート

次の表に、AsyncOSで生成される可能性があるさまざまなアップデータアラートのリストを示し
ます。

表 90：発生する可能性があるアップデータアラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「app」：アプリケーション名。

「attempts」：試行した回数。

$app abandoning updates until a new version
is published.The $app application tried and
failed $attempts times to successfully complete
an update.This may be due to a network
configuration issue or temporary outage

UPDATER.APP.UPDATE_
ABANDONED

Warning。アプリケーションはアップデー
トを中止しています。

「threshold」：人間が読み取れるしきい値
の文字列。

The updater has been unable to communicate
with the update server for at least $threshold.

UPDATER.UPDATERD.ANIFEST_FAILED_ALERT

Warning。サーバのマニフェストの取得に
失敗しました。

「mail_text」：通知するテキスト。

「notification_subject」：通知するテキス
ト。

$mail_textUPDATER.UPDATERD.RELEASE_NOTIFICATION

Warning。リリースの通知です。

「traceback」：トレースバック。Unknown error occured: $tracebackUPDATER.UPDATERD.UPDATE_FAILED

Critical。アップデートの実行に失敗しま
した。
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アウトブレイクフィルタアラート

次の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなアウトブレイクフィルタアラートのリストです。ア
ラートの説明と重大度が記載されています。アウトブレイクフィルタは、隔離（具体的にはアウ

トブレイク隔離）で使用されるシステムアラートでも参照される場合があることに注意してくだ

さい。

表 91：発生する可能性があるアウトブレイクフィルタアラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「text」：アップデートアラートのテ
キスト。

「time」：最終アップデートの時刻。

「date」：最終アップデートの日付。

Outbreak Filters Rule Update Alert:$text
All rules last updated at: $time on $date.

VOF.GTL_THRESHOLD_ALERT

Information。アウトブレイクフィルタ
のしきい値が変更された場合に送信さ

れます。

「engine」：アップデートに失敗した
エンジン。

「error」：発生したエラー。

$engine update unsuccessful.This may be
due to transient network or DNS issues,
HTTP proxy configuration causing update
transmission errors or unavailability of
downloads.ironport.com.The specific error
on the appliance for this failure is: $error

AS.UPDATE_FAILURE

Warning。アンチスパムエンジンまた
はCASEルールのアップデートに失敗
した場合に送信されます。

クラスタリングアラート

次の表は、AsyncOSで生成されるさまざまなクラスタリングアラートのリストです。アラートの
説明と重大度が記載されています。

表 92：発生する可能性があるクラスタリングアラートのリスト

パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「ip」：リモートホストの IP。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name at
IP $ip - $error - $why$error:=Machine does not
appear to be in the cluster

CLUSTER.CC_ERROR.AUTH_ERROR

Critical。認証エラーが発生した場合に送信
されます。マシンがクラスタのメンバでな

い場合に起きる可能性があります。
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パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「ip」：リモートホストの IP。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name at
IP $ip - $error - $why$error:=Existing
connection dropped

CLUSTER.CC_ERROR.DROPPED

Warning。クラスタへの接続がドロップさ
れた場合に送信されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「ip」：リモートホストの IP。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name at
IP $ip - $error - $why$error:=Connection failure

CLUSTER.CC_ERROR.FAILED

Warning。クラスタへの接続に失敗した場
合に送信されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「ip」：リモートホストの IP。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name at
IP $ip - $error - $why$error:=Message forward
failed, no upstream connection

CLUSTER.CC_ERROR.FORWARD_FAILED

Critical。アプライアンスがクラスタのマシ
ンにデータを転送できなかった場合に送信

されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「ip」：リモートホストの IP。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name at
IP $ip - $error - $why$error:=No route found

CLUSTER.CC_ERROR.NOROUTE

Critical。マシンがクラスタの別のマシンへ
のルートを取得できなかった場合に送信さ

れます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「ip」：リモートホストの IP。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name at
IP $ip - $error - $why$error:=Invalid host key

CLUSTER.CC_ERROR.SSH_KEY

Critical。無効な SSHホストキーがあった
場合に送信されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「ip」：リモートホストの IP。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name at
IP $ip - $error - $why$error:=Operation timed
out

CLUSTER.CC_ERROR.TIMEOUT

Warning。指定された操作がタイムアウト
した場合に送信されます。
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パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP

Critical。アプライアンスがクラスタの別の
マシンの有効な IPアドレスを取得できな
かった場合に送信されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why$error:=Machine does not appear
to be in the cluster

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP.AUTH_ERROR

Critical。クラスタのマシンに接続する際に
認証エラーが発生した場合に送信されま

す。マシンがクラスタのメンバでない場合

に起きる可能性があります。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why$error:=Existing connection
dropped

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP.DROPPED

Warning。マシンがクラスタの別のマシン
の有効な IPアドレスを取得できず、クラ
スタへの接続がドロップした場合に送信さ

れます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why$error:=Connection failure

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP.FAILED

Warning。不明な接続エラーが発生し、マ
シンがクラスタの別のマシンの有効な IP
アドレスを取得できなかった場合に送信さ

れます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why$error:=Message forward failed,
no upstream connection

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP.FORWARD_FAILED

Critical。マシンがクラスタの別のマシンの
有効な IPアドレスを取得できず、アプラ
イアンスがマシンにデータを転送できな

かった場合に送信されます。
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パラメータメッセージと説明アラート名（Alert Name）

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why$error:=No route found

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP.NOROUTE

Critical。マシンがクラスタの別のマシンの
有効な IPアドレスを取得できず、別のマ
シンへのルートを取得できなかった場合に

送信されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why$error:=Invalid host key

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP.SSH_KEY

Critical。マシンがクラスタの別のマシンの
有効な IPアドレスを取得できず、有効な
SSHホストキーを取得できなかった場合に
送信されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「why」：エラーに関する詳細なテキ
スト。

Error connecting to cluster machine $name -
$error - $why$error:=Operation timed out

CLUSTER.CC_ERROR_NOIP.TIMEOUT

Warning。マシンがクラスタの別のマシン
の有効な IPアドレスを取得できず、指定
された操作がタイムアウトした場合に送信

されます。

「name」：マシンのホスト名およびシ
リアル番号（またはいずれか）。

「sections」：送信中のクラスタセク
ションのリスト。

Overwriting $sections on machine $nameCLUSTER.SYNC.PUSH_ALERT

Critical。設定データが同期から外れ、リ
モートホストに送信された場合に送信され

ます。

ネットワーク設定値の変更
このセクションでは、アプライアンスのネットワーク操作の設定に使用する機能について説明し

ます。これらの機能では、システムセットアップウィザードの使用, （38ページ）でシステム
セットアップウィザード（または systemsetupコマンド）を利用して設定したホスト名、DNS、お
よびルーティングの設定値に直接アクセスできます。

ここでは、次の機能について説明します。

• sethostname

• DNS設定（GUIおよび dnsconfigコマンドを利用）

•ルーティング設定（GUI、routeconfigコマンドおよび setgatewayコマンドを利用）
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• dnsflush

•パスフレーズ（Passphrase）

• Network Access

•ログインバナー

システムホスト名の変更

システムの識別には、ホスト名が使用されます。完全修飾ホスト名を入力する必要があります。

ホスト名を変更するには：

• Webインターフェイスで、[ネットワーク（Network）] > [IPインターフェイス（IP Interfaces）]
をクリックし、[管理（Management）]をクリックして [ホスト名（Hostname）]でホスト名を
変更します。

• CLIで sethostnameコマンドを使用します。

変更を確定するまで、新しいホスト名は有効になりません。（注）

ドメインネームシステム（DNS）設定値の構成
GUIの [ネットワーク（Network）]メニューの [DNS]ページまたは dnsconfigコマンドで、アプラ
イアンスの DNS設定値を設定できます。

次の設定値を設定できます。

•インターネットの DNSサーバまたはユーザ独自の DNSサーバを利用するか、および使用す
る具体的なサーバ

• DNSトラフィックに使用するインターフェイス

•逆引き DNSルックアップがタイムアウトするまで待機する秒数

• DNSキャッシュのクリア

DNS サーバの指定
AsyncOSでは、インターネットのルートDNSサーバ、ユーザ独自のDNSサーバ、またはインター
ネットのルート DNSサーバおよび指定した権威 DNSサーバを使用できます。インターネットの
ルートサーバを使用するときは、特定のドメインに使用する代替サーバを指定することもできま

す。代替DNSサーバは単一のドメインに適用されるため、当該ドメインに対する権威サーバ（最
終的な DNSレコードを提供）である必要があります。

AsyncOSでは、インターネットの DNSサーバを使用しない場合に「分割」DNSサーバをサポー
トしています。ユーザ独自の内部サーバを使用している場合は、例外のドメインおよび関連する

DNSサーバを指定することもできます。
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「スプリット DNS」を設定する場合は、in-addr.arpa（PTR）エントリも同様に設定する必要があ
ります。このため、たとえば「.eng」クエリーをネームサーバ 1.2.3.4にリダイレクトする際に、
すべての .engエントリが 172.16ネットワークにある場合、スプリット DNS設定に
「eng,16.172.in-addr.arpa」を指定する必要があります。

複数エントリとプライオリティ

入力する各 DNSサーバに、数値でプライオリティを指定できます。AsyncOSでは、プライオリ
ティが 0に最も近い DNSサーバの使用を試みます。DNSサーバが応答しない場合、AsyncOSは
次のプライオリティを持つサーバの使用を試みます。同じプライオリティを持つDNSサーバに複
数のエントリを指定する場合、システムはクエリーを実行するたびに同じプライオリティを持つ

DNSサーバをリストからランダムに選びます。システムは最初のクエリの有効期限が切れるか
「タイムアウト」するまで短時間待機し、その後次のクエリに対しては前回よりも少し長い時間

待機します。その後も同様です。待機時間は、DNSサーバの正確な合計数と設定されているプラ
イオリティに依存します。タイムアウトの長さはプライオリティに関係なく、すべての IPアドレ
スで同じです。最初のプライオリティには最も短いタイムアウトが設定されており、次のプライ

オリティにはより長いタイムアウトが設定されています。最終的なタイムアウト時間は約60秒で
す。1つのプライオリティを設定している場合、該当のプライオリティに対する各サーバのタイ
ムアウトは 60秒になります。2つのプライオリティを設定している場合、最初のプライオリティ
に対する各サーバのタイムアウトは15秒になり、次のプライオリティに対する各サーバのタイム
アウトは 45秒になります。プライオリティが 3つの場合、タイムアウトは 5秒、10秒、45秒に
なります。

たとえば、4つのDNSサーバを設定し、2つにプライオリティ 0を、1つにプライオリティ 1を、
もう 1つにプライオリティ 2を設定したとします。

表 93：DNS サーバ、プライオリティ、およびタイムアウト間隔の例

タイムアウト（秒）サーバ[プライオリティ（Priority）]

5、51.2.3.4、1.2.3.5[0]

101.2.3.61

451.2.3.72

AsyncOSは、プライオリティ 0に設定された 2つのサーバをランダムに選択します。プライオリ
ティ 0のサーバが 1つダウンしている場合、もう 1つのサーバが使用されます。プライオリティ
0のサーバが両方ダウンしている場合、プライオリティ1のサーバ（1.2.3.6）が使用され、最終的
にプライオリティ 2（1.2.3.7）のサーバが使用されます。

タイムアウト時間はプライオリティ 0のサーバは両方とも同じであり、プライオリティ 1のサー
バにはより長い時間が設定され、プライオリティ2のサーバにはさらに長い時間が設定されます。
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インターネットルートサーバの使用

AsyncOS DNSリゾルバは、高性能な電子メール配信に必要な大量の同時 DNS接続を収容できる
ように設計されています。

デフォルトDNSサーバにインターネットルートサーバ以外を設定することを選択した場合、
設定されたサーバは権威サーバとなっていないドメインのクエリを再帰的に解決できる必要が

あります。

（注）

逆引き DNS ルックアップのタイムアウト
アプライアンスは電子メールの送受信の際、リスナーに接続しているすべてのリモートホストに

対して「二重DNSルックアップ」の実行を試みます（二重DNSルックアップを実行することで、
システムはリモートホストの IPアドレスの正当性を確保および検証します。これは、接続元ホス
トの IPアドレスに対する逆引き DNS（PTR）ルックアップと、それに続く PTRルックアップ結
果に対する正引き DNS（A）ルックアップからなります。その後、システムは Aルックアップの
結果が PTRルックアップの結果と一致するかどうかをチェックします。結果が一致しないか、A
レコードが存在しない場合、システムはホストアクセステーブル（HAT）内のエントリと一致す
る IPアドレスのみを使用します。）この特別なタイムアウト時間はこのルックアップにのみ適用
され、複数エントリとプライオリティ, （1034ページ）で説明されている一般的なDNSタイムア
ウトには適用されません。

デフォルト値は 20秒です。秒数に「0」を入力することで、すべてのリスナーに対してグローバ
ルに逆引き DNSルックアップのタイムアウトを無効にできます。

値を 0秒に設定した場合、逆引きDNSルックアップは試行されず、代わりに標準のタイムアウト
応答がすぐに返されます。また、受信ホストの証明書にホストの IPルックアップにマッピングさ
れた一般名（CN）がある場合、TLS認証接続を求めるドメインにアプライアンスがメールを送信
するのを防止します。

DNS アラート
アプライアンスの再起動時に、まれにメッセージ「DNSキャッシュのブートストラップに失敗し
ました（Failed to bootstrap theDNScache）」が付与されたアラートが生成される場合があります。
メッセージは、システムによるプライマリDNSサーバへの問い合わせができなかったことを示し
ています。この事象は、ネットワーク接続が確立される前に DNSサブシステムがオンラインに
なった場合、ブートのタイミングで発生します。このメッセージが別のタイミングで表示された

場合、ネットワーク問題が発生しているか、またはDNS設定で有効なサーバが指定されていない
ことを示しています。

DNS キャッシュのクリア
GUIの [キャッシュを消去（Clear Cache）]ボタン、または dnsflushコマンドを使用して、DNS
キャッシュのすべての情報をクリアします（dnsflushコマンドの詳細については、『CLIReference
Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances』を参照してください）。ローカル DNSシス
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テムが変更された際に、この機能を使用できます。コマンドはすぐに実行され、キャッシュの再

投入中に一時的に性能が低下する可能性があります。

グラフィカルユーザインターフェイスを使用した DNS 設定値の設定

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [DNS]を選択します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 インターネットのルートDNSサーバまたはユーザ独自のDNSサーバを使用するか、またはインターネッ

トのルート DNSサーバを使用して代替 DNSサーバを指定するかを選択します。
ステップ 4 ユーザ独自のDNSサーバを使用する場合は、サーバ IDを入力し [行を追加（Add Row）]をクリックしま

す。各サーバでこの作業を繰り返します。ユーザ独自の DNSサーバを入力する場合は、プライオリティ
も同時に指定します。詳細については、DNSサーバの指定, （1033ページ）を参照してください。

ステップ 5 あるドメインに対して代替 DNSサーバを指定する場合は、ドメインと代替 DNSサーバの IPアドレスを
入力します。[行を追加（Add Row）]をクリックし、ドメインを追加します。

ドメイン名をカンマで区切ることで、1つの DNSサーバに対して複数のドメインを入力できま
す。IPアドレスをカンマで区切ることで、複数の DNSサーバを入力することもできます。

（注）

ステップ 6 DNSトラフィック用のインターフェイスを選択します。
ステップ 7 逆引き DNSルックアップを中止するまでに待機する秒数を入力します。
ステップ 8 [キャッシュをクリア（Clear Cache）]をクリックして、DNSキャッシュをクリアすることもできます。
ステップ 9 変更を送信し、保存します。

TCP/IP トラフィックルートの設定
一部のネットワーク環境では、標準のデフォルトゲートウェイ以外のトラフィックルートを使用

する必要があります。

Eメールセキュリティアプライアンスはインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）および
インターネットプロトコルバージョン 6（IPv6）の両方のスタティックルートを使用します。
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スタティックルートはCLIで routeconfigコマンドを使用して管理するか、または次の手順に従い
ます。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [ルーティング（Routing）]を選択します。
ステップ 2 作成するスタティックルートのタイプ（IPv4または IPv6）のために、[ルートを追加（Add Route）]をク

リックします。

ステップ 3 ルートの名前を入力します。

ステップ 4 宛先 IPアドレスを入力します。
ステップ 5 ゲートウェイの IPアドレスを入力します。
ステップ 6 変更を送信し、保存します。

デフォルトゲートウェイの設定

デフォルトゲートウェイを設定するには、CLIで setgatewayコマンドを使用するか、または次の
手順に従います。

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [ルーティング（Routing）]を選択します。
ステップ 2 変更するインターネットプロトコルバージョンのために、ルートリストで [デフォルトルート（Default

Route）]をクリックします。
ステップ 3 ゲートウェイの IPアドレスを変更します。
ステップ 4 変更を送信し、保存します。

SSL 設定の指定
[SSL構成時の設定（SSL Configuration Settings）]ページまたは sslconfigコマンドを使用して、ア
プライアンスの SSL設定を構成できます。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [SSL構成時の設定（SSL Configuration Settings）]をクリックし
ます。

ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 要件に応じて、次を実行します。

• GUI HTTPS SSLを設定します。[GUI HTTPS]で、使用する SSL方式と暗号方式を指定します。
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•受信 SMTP SSLを設定します。[受信SMTP（Inbound SMTP）]で、使用する SSL方式と暗号化方式を
指定します。

•送信 SMTP SSLを設定します。[送信SMTP（Outbound SMTP）]で、使用する SSL方式と暗号化方式
を指定します。

次の点を考慮してください。

• SSL v2方式と TLS v1方式を同時にイネーブルにはできません。ただし、これらの方式は SSL v3方
式と共にイネーブルにできます。

• TLS v1.0方式と v1.1方式を同時に有効にはできません。ただし、これらの方式は TLS v1.2方式と共
に有効にできます。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 5 [変更を確定（Commit Changes）]をクリックします。

強化されたセキュリティのための SSLv3 の無効化
セキュリティを強化するために、次のサービスに対して SSLv3を無効にできます。

•アップデータ

• URLフィルタリング

•エンドユーザ隔離

• LDAP

上記のサービスの SSLv3をイネーブルまたはディセーブルにするには、CLIで sslv3configコマン
ドを使用します。次の例は、エンドユーザ隔離に対して SSLv3を無効にする方法を示していま
す。

mail.example.com> sslv3config
Current SSLv3 Settings:
--------------------------------------------------

UPDATER : Enabled
WEBSECURITY : Enabled

EUQ : Enabled
LDAP : Enabled

--------------------------------------------------
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Toggle SSLv3 settings.
[]> setup
Choose the service to toggle SSLv3 settings:
1. EUQ Service
2. LDAP Service
3. Updater Service
4. Web Security Service
[1]>
Do you want to enable SSLv3 for EUQ Service ? [Y]>n
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Toggle SSLv3 settings.
[]>
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システムタイム
アプライアンスのシステム時刻の設定、使用する時間帯の設定、またはNTPサーバとクエリーイ
ンターフェイスの選択を行うには、GUIの [システム管理（SystemAdministration）]メニューから
[タイムゾーン（TimeZone）]ページまたは [時刻設定（Time Settings）]ページを使用するか、CLI
の ntpconfigコマンド、settimeコマンドおよび settzコマンドを使用します。

AsyncOSで使用される時間帯ファイルは、[システム管理（System Administration）] > [時刻設定
（Time Settings）]ページ、または tzupdate CLIコマンドで確認することもできます。

タイムゾーンの選択

[タイムゾーン（Time Zone）]ページ（GUIの [システム管理（System Administration）]メニュー
から利用可能）では、アプライアンスの時間帯を表示します。特定の時間帯またはGMTオフセッ
トを選択できます。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [タイムゾーン（Time Zone）]ページで、[設定を編集（Edit
Settings）]をクリックします。

ステップ 2 地域、国、および時間帯をプルダウンメニューから選択します。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

GMT オフセットの選択

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [タイムゾーン（Time Zone）]ページで、[設定を編集（Edit
Settings）]をクリックします。

ステップ 2 地域のリストから [GMTオフセット（GMT Offset）]を選択します。
ステップ 3 [タイムゾーン（Time Zone）]リストでオフセットを選択します。オフセットとは、GMT（グリニッジ子

午線）に達するために足し引きする必要がある時間のことです。時間の前にマイナス記号（「-」）が付
いている場合、グリニッジ子午線の東側にあたります。プラス記号（「+」）の場合、グリニッジ子午線
の西側にあたります。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

時刻設定の編集

次の方法の 1つを使用して、アプライアンスの時間設定を編集できます。
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（推奨）ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用したアプライアンスのシス
テム時刻の設定

これは、特にアプライアンスが他のデバイスに統合されている場合に推奨される、時刻の設定方

法です。統合されたデバイスはすべて、同じの NTPサーバを使用する必要があります。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [時刻設定（Time Settings）]ページに移動します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [時刻の設定方法（Time Keeping Method）]セクションで、[NTP（Network Time Protocol）を使用（Use

Network Time Protocol）]を選択します。
ステップ 4 NTPサーバのアドレスを入力し、[行を追加（Add Row）]をクリックします。複数の NTPサーバを追加

できます。

ステップ 5 NTPサーバをリストから削除するには、サーバのゴミ箱アイコンをクリックします。
ステップ 6 NTPクエリー用のインターフェイスを選択します。これは、NTPクエリーが発信される IPアドレスにな

ります。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

アプライアンスシステム時刻の手動設定

通常、この時刻の設定方法は推奨されません。代わりにネットワークタイムプロトコルサーバ

を使用します。

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [時刻設定（Time Settings）]ページに移動します。
ステップ 2 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 3 [時刻の設定方法（Time Keeping Method）]セクションで、[時刻を手動で設定（Set Time Manually）]を選

択します。

ステップ 4 月、日、年、時、分、および秒を入力します。

ステップ 5 [A.M.]または [P.M.]を選択します。
ステップ 6 変更を送信し、保存します。
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ビューのカスタマイズ

お気に入りページの使用

（ローカル認証された管理ユーザ限定）よく利用するページのクイックアクセスリストを作成で

きます。

操作手順目的

追加するページに移動し、ウィンドウの右上隅付近にある

[お気に入り（My Favorites）]メニューから [このページを
お気に入りに追加（Add This Page To My Favorites）]を選
択します。

お気に入りへの変更では確定操作は必要ありません。

お気に入りリストにページを追加す

る

[お気に入り（My Favorites）] > [お気に入りをすべて表示
（View All My Favorites）]を選択し、適切な順序にお気に
入りをドラッグします。

お気に入りの順序を変更する

[お気に入り（My Favorites）] > [お気に入りをすべて表示
（View All My Favorites）]を選択し、お気に入りを削除し
ます。

お気に入りを削除する

ウィンドウの右上隅付近にある [お気に入り（My
Favorites）]からページを選択します。

お気に入りページに移動する

[マイダッシュボード（MyDashboard）]ページ, （833ペー
ジ）を参照してください。

カスタムレポートページを表示ま

たは作成する

ユーザ設定値の設定

ローカルユーザは、各アカウントに固有な言語などのプリファレンス設定を定義できます。これ

らの設定は、ユーザがアプライアンスに最初にログインするときにデフォルトで適用されます。

各ユーザにプリファレンス設定が保存され、ユーザがアプライアンスにログインするクライアン

トマシンに関係なく同じです。

ユーザがこれらの設定を変更し、変更をコミットしないと、再びログインするときに設定がデフォ

ルト値に戻ります。
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この機能は、外部認証されたユーザは使用できません。これらのユーザは、[オプション
（Options）]メニューから直接言語を選択できます。

（注）

ステップ 1 プリファレンス設定を定義するユーザアカウントでアプライアンスにログインします。

ステップ 2 [オプション（Options）] > [環境設定（Preferences）]を選択します。[オプション（Options）]メニューは、
ウィンドウの上部右側にあります。

ステップ 3 [設定を編集（Edit Preferences）]をクリックします。
ステップ 4 設定を行います。

説明プリファレンス設定

Webインターフェイスおよび CLIで使用する言語のWeb用
AsyncOS。

言語の表示（Language Display）

ユーザがアプライアンスにログインするときに表示される

ページ。

ランディングページ（Landing Page）

[レポート（Reporting）]タブでレポートに対して表示する
デフォルトの時間範囲。

表示されるレポート時間範囲（Reporting
Time Range Displayed）（デフォルト）

デフォルトで各レポートに表示されるデータの行数。表示するレポート行の数（Number of
Reporting Rows Displayed）

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

ステップ 6 ページ下部の [前のページに戻る（Return to previous page）]リンクをクリックします。

Internet Explorer の互換モードの上書き
優れたWebインターフェイスのレンダリングのために、Internet Explorer互換モードの上書きを有
効にすることを推奨します。
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この機能を有効にすることが組織のポリシーに違反する場合は、この機能を無効にすることが

できます。

（注）

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [一般設定（General Settings）]をクリックします。
ステップ 2 [IE互換モードの上書き（Override IE Compatibility Mode）]チェックボックスをオンにします。
ステップ 3 変更を送信し、保存します。

最大 HTTP ヘッダーサイズの構成
アプライアンスに送信される HTTP要求の HTTPヘッダーの最大サイズを設定するため、CLIで
adminaccessconfig > maxhttpheaderfieldsizeコマンドを使用できるようになりました。

HTTPヘッダーフィールドのサイズの既定値は 4096（4 KB）、最大値は 33554432（32 MB）で
す。
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第 36 章

CLI による管理およびモニタリング

この章は、次の項で構成されています。

• CLIを使用した管理およびモニタリングの概要, 1045 ページ

• 使用可能なモニタリングコンポーネントの読み取り, 1046 ページ

• CLIを使用したモニタリング, 1052 ページ

• 電子メールキューの管理, 1064 ページ

• SNMPを使用したシステムの状態のモニタリング, 1073 ページ

CLI を使用した管理およびモニタリングの概要
CLIを使用した Eメールセキュリティアプライアンスの管理およびモニタリングには次のような
タスクがあります。

•メッセージアクティビティのモニタリング。

◦アプライアンスが電子メールパイプラインで処理している未処理メッセージ、受信者、
バウンス受信者の数

◦最後の1分、5分、または15分の間隔に基づくメッセージ配信またはバウンスメッセー
ジの時間レート

•システムリソースのモニタリング。次に、例を示します。

◦メモリ使用量

◦ディスク容量

◦接続数

•簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用する、システムの機能障害のモニタリン
グ。次に、例を示します。
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ファン障害◦

◦更新の失敗

◦異常に高いアプライアンスの温度

•パイプライン内の電子メールの管理。次に、例を示します。

◦キュー内の受信者の削除

◦別のホストへのメッセージのリダイレクト

◦受信者の削除またはメッセージのリダイレクトによるキューのクリア

◦電子メールの受信、送信、またはワークキュー処理の一時停止または再開

◦特定のメッセージの検索

使用可能なモニタリングコンポーネントの読み取り

イベントカウンタの読み取り

カウンタは、システム内の各種イベントの現在までの合計を示します。カウンタごとに、そのカ

ウンタのリセット以降、最後のシステム再起動以降、およびシステムの存続期間に発生したイベ

ントの合計数を表示できます。

カウンタは、イベントが発生するごとに増加し、次の 3つのバージョンで表示されます。

resetcounters コマンドによる最後のカウンタリセット以
降

リセット

最後のシステム再起動以降Uptime

Ciscoアプライアンスの存続期間中の合計保存期間（Lifetime）

次の表に、Ciscoアプライアンスをモニタするときに使用できるカウンタとその説明を示します。

これは、全体的なリストです。表示されるカウンタは、選択した表示オプションまたはコマン

ドによって異なります。このリストは参照用として使用してください。

（注）

表 94：カウンタ

説明統計

Receiving
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説明統計

配信キューに受信されたメッセージ。Messages Received

受信されたすべてのメッセージの受信者。Recipients Received

システムによってバウンスが生成され、配信キューに挿

入された対象の受信者。

Generated Bounce Recipients

Rejection

受信者アクセステーブル（RAT）によって、または早期
接続終了などの予期しないプロトコルネゴシエーション

によって配信キューへの受信を拒否された受信者。

Rejected Recipients

フィルタドロップアクションの一致によって配信キュー

への受信を拒否されたメッセージ、またはブラックホー

ルキューイングリスナーによって受信されたメッセー

ジ。エイリアステーブル内の /dev/nullエントリ宛ての
メッセージは、ドロップされたメッセージと見なされま

す。アンチスパムフィルタリング（システムでイネーブ

ルになっている場合）によってドロップされたメッセー

ジも、このカウンタに計上されます。

Dropped Messages

キュー（Queue）

ソフトバウンスイベントの数。複数回ソフトバウンス

したメッセージには、複数のソフトバウンスイベント

が設定されます。

Soft Bounced Events

Completion

ハードバウンスされた受信者、配信された受信者、およ

び削除された受信者の総合計。配信キューから削除され

たすべての受信者。

Completed Recipients

DNSハードバウンス、5XXハードバウンス、フィルタ
ハードバウンス、期限切れハードバウンス、およびそ

の他のハードバウンスの総合計。受信者へのメッセージ

の配信に失敗し、配信がただちに終了となったものを表

します。

Hard Bounced Recipients

受信者へのメッセージの配信試行中に検出された DNS
エラー。

DNS Hard Bounces
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説明統計

受信者へのメッセージの配信試行中に、宛先メールサー

バから「5XX」応答コードが返されたものを表します。
5XX Hard Bounces

配信キューに許容されている最大時間、または最大接続

試行回数を超えているメッセージ受信者。

Expired Hard Bounces

一致フィルタのbounceアクションによってプリエンプト
された受信者の配信。アンチスパムフィルタリング（シ

ステムでイネーブルになっている場合）によってドロッ

プされたメッセージも、このカウンタに計上されます。

Filter Hard Bounces

メッセージ配信中の予期しないエラー。または、メッ

セージ受信者が bouncerecipientsコマンドによって明示的
にバウンスされたものを表します。

Other Hard Bounces

メッセージが正常に配信された受信者。Delivered Recipients

deleterecipientsコマンドによって明示的に削除されたメッ
セージ受信者、またはグローバル配信停止リストに合致

するメッセージ受信者の合計。

Deleted Recipients

グローバル配信停止設定との一致により削除されたメッ

セージ受信者。

Global Unsubscribe Hits

Current IDs

配信キューに挿入されたメッセージに割り当てられた最

後のメッセージ ID。MIDは、Ciscoアプライアンスに
よって受信されたすべてのメッセージに関連付けられて

おり、メールログで追跡できます。MIDは、231でゼロ
にリセットされます。

Message ID（MID）

リスナーインターフェイスへの接続に割り当てられた最

後のインジェクション接続 ID。ICIDは231でロールオー
バー（ゼロにリセット）されます。

Injection Connection ID (ICID)

宛先メールサーバへの接続に割り当てられた最後の配信

接続 ID。DCIDは 231でロールオーバー（ゼロにリセッ
ト）されます。

Delivery Connection ID (DCID)
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システムゲージの読み取り

ゲージは、メモリ、ディスクスペース、またはアクティブ接続などのシステムリソースの現在の

使用率を示します。

次の表に、Ciscoアプライアンスをモニタするときに使用できるゲージとその説明を示します。

これは、全体的なリストです。表示されるゲージは、選択した表示オプションまたはコマンド

によって異なります。このリストは参照用として使用してください。

（注）

表 95：ゲージ

説明統計

System Gauges

システムによる物理 Random Access Memory（RAM;ランダム
アクセスメモリ）の使用率。

RAM Utilization

CPUの使用状況のパーセンテージ。CPU Utilization

ディスク I/Oの使用率。

Disk I/O Utilizationゲージには、既知の値の測定は
表示されません。このゲージには、これまでにシス

テムで確認され、最後の再起動以降の最大値に対し

て測定された I/O使用率が表示されます。したがっ
て、ゲージに100%と表示されている場合、システ
ムでは起動後最も高いレベルの I/O使用率が発生し
ています（必ずしも、システム全体の100%の物理
ディスク I/Oを表すものではありません）。

（注）

Disk I/O Utilization

0～ 60または 999の値。0～ 60の数値は、重要なシステム
リソースの急速な消耗を防止するために、システムがメッセー

ジの受け入れを減らしている度合いを表しています。数値が

大きいほど、受け入れを減らす度合いが大きくなります。ゼ

ロは、受け入れの減少がないことを示します。このゲージに

999と表示されている場合、システムは「リソース節約モー
ド」になっており、メッセージは受け入れられません。シス

テムがリソース節約モードかどうかに関係なく、アラート

メッセージは送信されます。

Resource Conservation

ログに使用されているディスクの割合。ステータスログには

LogUsd、XMLステータスには log_usedとして表示されます。
Disk Utilization: Logs
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説明統計

Connections Gauges

リスナーインターフェイスへの現在の着信接続。Current Inbound Connections

宛先メールサーバへの現在の発信接続。Current Outbound Connections

Queue Gauges

配信キュー内のメッセージ受信者。Unattempted Recipientsと
Attempted Recipientsの合計。

Active Recipients

ActiveRecipientsのサブカテゴリ。配信がまだ試行されていな
い、キュー内のメッセージ受信者。

Unattempted Recipients

ActiveRecipientsのサブカテゴリ。試行されたものの、ソフト
バウンスイベントによって失敗した配信の対象となってい

る、キュー内のメッセージ受信者。

Attempted Recipients

キューに入る前に、エイリアステーブル拡張、マスカレー

ド、アンチスパム、アンチウイルススキャン、メッセージ

フィルタ、および LDAPクエリーによる処理を待つメッセー
ジの数。

Messages in Work Queue

隔離エリア内にあるメッセージに、解放または削除されたが

実際の処理がまだ行われていないメッセージを足した一意の

数。たとえば、Outbreakからすべての隔離対象メッセージを
解放すると、Outbreakの合計メッセージ数はただちにゼロに
なりますが、このフィールドでは、完全に配信されるまでの

隔離対象メッセージが反映されます。

Messages in Quarantine
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説明統計

メモリ内の宛先ドメインの数。メッセージの配信先となる各

ドメインに対して、宛先オブジェクトがメモリ内に作成され

ます。そのドメインに対するすべてのメールが配信された後、

宛先オブジェクトは 3時間保持されます。3時間のうちに、
そのドメインに対して新しいメッセージがバインドされなけ

れば、オブジェクトは期限切れとなり、宛先は（tophostsコマ
ンドなどで）報告されなくなります。1つのドメインにだけ
メールを配信している場合は、このカウンタが「1」になりま
す。メッセージを送信したことがない（または、長い時間ア

プライアンスによってメッセージが処理されていない）場合、

カウンタは「0」になります。

仮想ゲートウェイを使用している場合、各仮想ゲートウェイ

の宛先ドメインには別個の宛先オブジェクトが作成されます

（たとえば、3つの異なる仮想ゲートウェイから yahoo.com
に配信している場合、yahoo.comが 3つの宛先オブジェクト
としてカウントされます）。

Destinations in Memory

使用されるキューストレージ（キロバイト単位）。Kilobytes Used

隔離対象メッセージに使用されるキューストレージ。メッ

セージサイズと、上記の "Messages in Quarantine"にカウント
されている受信者ごとに30バイトを足した値になります。こ
の計算では通常、使用されるスペースが過大に見積もられま

す。

Kilobytes in Quarantine

残りのキューストレージ（キロバイト単位）。Kilobytes Free

配信およびバウンスされたメッセージのレートの読み取り

すべてのレートは、クエリーが作成された特定の時点における、1時間あたりの平均イベント発
生レートを示します。レートには、過去 1分間、5分間、および 15分間という 3つの間隔で 1時
間あたりの平均レートが計算されます。

たとえば、Ciscoアプライアンスが 1分間に 100受信者を受信すると、1分間隔に対するレート
は、1時間あたり 6,000となります。5分間隔に対するレートは 1時間あたり 1,200となり、15分
間隔に対するレートは 1時間あたり 400となります。レートは、1分間のレートが継続した場合
の 1時間あたりの平均レートを示すように計算されます。したがって、1分で 100件のメッセー
ジの方が 15分で 100件のメッセージよりもレートは高くなります。

次の表に、Ciscoアプライアンスをモニタするときに使用できるレートとその説明を示します。
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これは、全体的なリストです。表示されるレートは、選択した表示オプションまたはコマンド

によって異なります。このリストは参照用として使用してください。

（注）

表 96：レート（Rates）

説明統計

1時間あたりに配信キューに挿入されるメッセージのレート。Messages Received

1時間あたりに配信キューに挿入されるすべてのメッセージに
対する受信者数のレート。

Recipients Received

1時間あたりのソフトバウンスイベント数のレート（複数回
ソフトバウンスしたメッセージには、複数のソフトバウンス

イベントが設定されます）。

Soft Bounced Events

ハードバウンスされた受信者、配信された受信者、および削

除された受信者の総合計のレート。配信キューから削除された

受信者は、完了済みと見なされます。

Completed Recipients

1時間あたりのDNSハードバウンス、5XXハードバウンス、
フィルタハードバウンス、期限切れハードバウンス、および

その他のハードバウンスの総合計のレート。ハードバウンス

とは、受信者へのメッセージの配信試行に失敗し、その配信が

ただちに終了されることをいいます。

Hard Bounced Recipients

受信者に正常に配信された1時間あたりのメッセージ数のレー
ト。

Delivered Recipients

CLI を使用したモニタリング

電子メールステータスのモニタリング

Ciscoアプライアンスにおける電子メール動作のステータスをモニタすることが必要になることが
あります。statusコマンドは、電子メール動作についてモニタされる情報のサブセットを返しま
す。返された統計情報は、カウンタとゲージのいずれかの形式で表示されます。カウンタは、シ

ステム内の各種イベントの現在までの合計を示します。カウンタごとに、そのカウンタのリセッ

ト以降、最後のシステム再起動以降、およびシステムの存続期間に発生したイベントの合計数を

表示できます。ゲージは、メモリ、ディスクスペース、またはアクティブ接続などのシステムリ

ソースの現在の使用率を示します。
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各項目の説明については、CLIを使用した管理およびモニタリングの概要,（1045ページ）を参照
してください。

表 97：メールステータス

説明統計

現在のシステム日時を表示します。Status as of

カウンタが最後にリセットされた時刻を表示し

ます。

Last counter reset

online、offline、receiving suspended、または
delivery suspended。ステータスが "receiving
suspended"になるのは、すべてのリスナーが一
時停止した場合のみです。すべてのリスナーに

対する受信と配信が一時停止されると、ステー

タスは "offline"になります。

System status

システムによる配信を待つ、最も古いメッセー

ジを表示します。

Oldest Message

featurekeyコマンドによってシステムにインス
トールされた特別な機能を表示します。

機能

例

mail3.example.com> status

Status as of: Thu Oct 21 14:33:27 2004 PDT
Up since: Wed Oct 20 15:47:58 2004 PDT (22h 45m 29s)
Last counter reset: Never
System status: Online
Oldest Message: 4 weeks 46 mins 53 secs
Counters: Reset Uptime Lifetime
Receiving
Messages Received 62,049,822 290,920 62,049,822
Recipients Received 62,049,823 290,920 62,049,823

Rejection
Rejected Recipients 3,949,663 11,921 3,949,663
Dropped Messages 11,606,037 219 11,606,037

Queue
Soft Bounced Events 2,334,552 13,598 2,334,552

Completion
Completed Recipients 50,441,741 332,625 50,441,741

Current IDs
Message ID (MID) 99524480
Injection Conn. ID (ICID) 51180368
Delivery Conn. ID (DCID) 17550674

Gauges: Current
Connections
Current Inbound Conn. 0
Current Outbound Conn. 14

Queue
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Active Recipients 7,166
Messages In Work Queue 0
Messages In Quarantine 16,248
Kilobytes Used 387,143
Kilobytes In Quarantine 338,206

Kilobytes Free 39,458,745
mail3.example.com>

詳細な電子メールステータスのモニタリング

status detailコマンドは、電子メール動作についてモニタされた詳細な情報を返します。返された
統計情報は、カウンタ、レート、およびゲージのいずれかのカテゴリで表示されます。カウンタ

は、システム内の各種イベントの現在までの合計を示します。カウンタごとに、そのカウンタの

リセット以降、最後のシステム再起動以降、およびシステムの存続期間に発生したイベントの合

計数を表示できます。ゲージは、メモリ、ディスクスペース、またはアクティブ接続などのシス

テムリソースの現在の使用率を示します。すべてのレートは、クエリーが作成された特定の時点

における、1時間あたりの平均イベント発生レートを示します。レートには、過去 1分間、5分
間、および 15分間という 3つの間隔で 1時間あたりの平均レートが計算されます。各項目の説明
については、CLIを使用した管理およびモニタリングの概要,（1045ページ）を参照してください。

例

mail3.example.com> status detail
Status as of: Thu Jun 30 13:09:18 2005 PDT
Up since: Thu Jun 23 22:21:14 2005 PDT (6d 14h 48m 4s)
Last counter reset: Tue Jun 29 19:30:42 2004 PDT
System status: Online
Oldest Message: No Messages
Feature - IronPort Anti-Spam: 17 days
Feature - Sophos: Dormant/Perpetual
Feature - Outbreak Filters: Dormant/Perpetual
Feature - Central Mgmt: Dormant/Perpetual
Counters: Reset Uptime Lifetime
Receiving
Messages Received 2,571,967 24,760 3,113,176
Recipients Received 2,914,875 25,450 3,468,024
Gen. Bounce Recipients 2,165 0 7,451

Rejection
Rejected Recipients 1,019,453 792 1,740,603
Dropped Messages 1,209,001 66 1,209,028

Queue
Soft Bounced Events 11,236 0 11,405

Completion
Completed Recipients 2,591,740 49,095 3,145,002
Hard Bounced Recipients 2,469 0 7,875
DNS Hard Bounces 199 0 3,235
5XX Hard Bounces 2,151 0 4,520
Expired Hard Bounces 119 0 120
Filter Hard Bounces 0 0 0
Other Hard Bounces 0 0 0

Delivered Recipients 2,589,270 49,095 3,137,126
Deleted Recipients 1 0 1
Global Unsub. Hits 0 0 0

DomainKeys Signed Msgs 10 9 10
Current IDs
Message ID (MID) 7615199
Injection Conn. ID (ICID) 3263654
Delivery Conn. ID (DCID) 1988479

Rates (Events Per Hour): 1-Minute 5-Minutes 15-Minutes
Receiving
Messages Received 180 300 188
Recipients Received 180 300 188
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Queue
Soft Bounced Events 0 0 0

Completion
Completed Recipients 360 600 368
Hard Bounced Recipients 0 0 0
Delivered Recipients 360 600 368

Gauges: Current
System
RAM Utilization 1%
CPU Utilization
MGA 0%
AntiSpam 0%
AntiVirus 0%

Disk I/O Utilization 0%
Resource Conservation 0

Connections
Current Inbound Conn. 0
Current Outbound Conn. 0

Queue
Active Recipients 0
Unattempted Recipients 0
Attempted Recipients 0

Messages In Work Queue 0
Messages In Quarantine 19
Destinations In Memory 3
Kilobytes Used 473
Kilobytes In Quarantine 473

Kilobytes Free 39,845,415

新たにインストールされたアプライアンスでは、最も古いメッセージカウンタにメッセージ

が示される場合がありますが、実際にはカウンタに示される受信者はありません。リモート

ホストが接続されており、メッセージの受信が非常に遅い（つまり、メッセージを受信するま

でに数分かかる）場合には、受信された受信者カウンタに「0」と表示され、最も古いメッセー
ジカウンタに「1」と表示されることがあります。これは、最も古いメッセージカウンタに処
理中のメッセージが表示されるためです。接続が最終的にドロップされると、カウンタはリ

セットされます。

（注）

メールホストのステータスのモニタリング

特定の受信者ホストへの配信に問題があると思われる場合や、仮想ゲートウェイアドレスに関す

る情報を収集する場合には、hoststatusコマンドを実行するとそれらの情報を表示できます。hoststatus
コマンドは、特定の受信者ホストに関する電子メール動作のモニタリング情報を返します。コマ

ンドには、取得するホスト情報のドメインを入力する必要があります。AsyncOSキャッシュに格
納されている DNS情報と、受信者ホストから最後に返されたエラーも表示されます。返される
データは、最後に実行した resetcountersコマンドからの累積です。返される統計情報は、カウン
タとゲージの 2つのカテゴリに表示されます。各項目の説明については、CLIを使用した管理お
よびモニタリングの概要, （1045ページ）を参照してください。

また、hoststatusコマンドに固有のその他のデータも返されます。
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表 98：hoststatus コマンドのその他のデータ

説明統計

開いている接続や作業中の接続とは対照的な、

宛先メールホストへの保留中、または「初期」

接続。Pending Outbound Connectionsは、プロト
コルのグリーティングの段階にまだ達していな

い接続です。

Pending Outbound Connections

このドメインに対する配信キュー内で最も古い

アクティブ受信者の経過時間。このカウンタ

は、ソフトバウンスイベントやホストの停止

によって配信できない、キュー内のメッセージ

の経過時間を判断するのに役立ちます。

Oldest Message

このフィールドは、そのホストにメッセージ配

信が試みられるたびに更新されます。

Last Activity

このフィールドには、IPアドレスの Time To
Live（TTL;存続可能時間）、MXレコードに応
じた IPアドレスの優先順位、および実際のア
ドレスが表示されます。MXレコードは、ドメ
インに対するメールサーバの IPアドレスを指
定します。1つのドメインが複数のMXレコー
ドを持つことができます。各MXレコードの
メールサーバには優先順位が割り当てられま

す。優先順位の数値が最も小さいMXレコード
が優先されます。

Ordered IP Addresses

このフィールドには、ホストから返された最新

の 5XXステータスコードと説明が表示されま
す。このフィールドが表示されるのは、5XXエ
ラーが存在する場合のみです。

Last 5XX error

MXレコードは、ドメインに対するメールサー
バの IPアドレスを指定します。1つのドメイン
が複数のMXレコードを持つことができます。
各MXレコードのメールサーバには優先順位が
割り当てられます。優先順位の数値が最も小さ

いMXレコードが優先されます。

MX Records

このドメインに対してSMTPルートが定義され
ている場合は、ここに表示されます。

SMTP Routes for this host
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説明統計

このフィールドには、最新の発信 TLS接続エ
ラーの説明と、アプライアンスが確立を試みた

TLS接続のタイプが表示されます。このフィー
ルドが表示されるのは、TLSエラーが存在する
場合のみです。

Last TLS Error

仮想ゲートウェイ

次の仮想ゲートウェイ情報は、仮想ゲートウェイアドレスを設定している場合のみ表示されます

（電子メールを受信するためのゲートウェイの設定, （79ページ）を参照してください）。

表 99：hoststatus コマンドのその他の仮想ゲートウェイデータ

説明統計

同じ名前のグローバル hoststatusフィールドと
同じ定義。Virtual Gatewayアドレスごとに追跡
されます。

Host up/down

同じ名前のグローバル hoststatusフィールドと
同じ定義。Virtual Gatewayアドレスごとに追跡
されます。

最後のアクティビティ（Last Activity）

このフィールドも、グローバル hoststatusコマ
ンドの定義に対応します。Active Recipients
フィールド：仮想ゲートウェイアドレスごとに

追跡されます。

Recipients

このフィールドには、ホストから返された最新

の 5XXステータスコードと説明が表示されま
す。このフィールドが表示されるのは、5XXエ
ラーが存在する場合のみです。

Last 5XX error

例

mail3.example.com> hoststatus

Recipient host:
[]> aol.com
Host mail status for: 'aol.com'
Status as of: Tue Mar 02 15:17:32 2010
Host up/down: up
Counters:
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Queue
Soft Bounced Events 0

Completion
Completed Recipients 1
Hard Bounced Recipients 1
DNS Hard Bounces 0
5XX Hard Bounces 1
Filter Hard Bounces 0
Expired Hard Bounces 0
Other Hard Bounces 0

Delivered Recipients 0
Deleted Recipients 0

Gauges:
Queue
Active Recipients 0
Unattempted Recipients 0
Attempted Recipients 0

Connections
Current Outbound Connections 0
Pending Outbound Connections 0

Oldest Message No Messages
Last Activity Tue Mar 02 15:17:32 2010
Ordered IP addresses: (expiring at Tue Mar 02 16:17:32 2010)

Preference IPs
15 64.12.137.121 64.12.138.89 64.12.138.120
15 64.12.137.89 64.12.138.152 152.163.224.122
15 64.12.137.184 64.12.137.89 64.12.136.57
15 64.12.138.57 64.12.136.153 205.188.156.122
15 64.12.138.57 64.12.137.152 64.12.136.89
15 64.12.138.89 205.188.156.154 64.12.138.152
15 64.12.136.121 152.163.224.26 64.12.137.184
15 64.12.138.120 64.12.137.152 64.12.137.121

MX Records:
Preference TTL Hostname
15 52m24s mailin-01.mx.aol.com
15 52m24s mailin-02.mx.aol.com
15 52m24s mailin-03.mx.aol.com
15 52m24s mailin-04.mx.aol.com
Last 5XX Error:
----------
550 REQUESTED ACTION NOT TAKEN: DNS FAILURE

(at Tue Mar 02 15:17:32 2010 GMT) IP: 10.10.10.10
----------

Last TLS Error: Required - Verify
----------
TLS required, STARTTLS unavailable
(at Tue Mar 02 15:17:32 2010 GMT) IP: 10.10.10.10

Virtual gateway information:
============================================================
example.com (PublicNet_017):

Host up/down: up
Last Activity Wed June 22 13:47:02 2005
Recipients 0

仮想ゲートウェイアドレス情報は、altsrchost機能を使用している場合のみ表示されます。（注）

電子メールキューの構成の確認

電子メールキューに関する現在の情報を取得し、特定の受信者ホストに配信の問題（キューの増

大など）があるかどうかを判断するには、tophostsコマンドを使用します。tophostsコマンドは、
キュー内の上位20の受信者のリストを返します。リストは、アクティブ受信者、発信接続、配信
済み受信者、ソフトバウンスイベント、およびハードバウンスされた受信者など、さまざまな
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統計情報別にソートできます。各項目の説明については、CLIを使用した管理およびモニタリン
グの概要, （1045ページ）を参照してください。

例

mail3.example.com> tophosts

Sort results by:
1. Active Recipients
2. Connections Out
3. Delivered Recipients
4. Soft Bounced Events
5. Hard Bounced Recipients
[1]> 1
Status as of: Mon Nov 18 22:22:23 2003

Active Conn. Deliv. Soft Hard
# Recipient Host Recip Out Recip. Bounced Bounced
1 aol.com 365 10 255 21 8
2 hotmail.com 290 7 198 28 13
3 yahoo.com 134 6 123 11 19
4 excite.com 98 3 84 9 4
5 msn.com 84 2 76 33 29
mail3.example.com>

リアルタイムアクティビティの表示

Ciscoアプライアンスではリアルタイムモニタリングが可能であり、システムにおける電子メー
ルアクティビティの進捗状況を確認できます。rateコマンドは、電子メール動作に関するリアル
タイムモニタリング情報を返します。この情報は、ユーザが指定した間隔で定期的に更新されま

す。rateコマンドを停止するには、Ctrl+Cを使用します。

次の表に、表示されるデータを示します。

表 100：rate コマンドのデータ

説明統計

着信接続の数。Connections In

発信接続の数。Connections Out

システムに受信された受信者の合計数。Recipients Received

完了した受信者の合計数。Recipients Completed

最後のデータアップデート以降変化した、Received受信者数お
よび Completed受信者数の差異。

差分（Delta）

メッセージキューのサイズ（キロバイト単位）。Queue Used
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例

mail3.example.com> rate

Enter the number of seconds between displays.
[10]> 1
Hit Ctrl-C to return to the main prompt.
Time Connections Recipients Recipients Queue

In Out Received Delta Completed Delta K-Used
23:37:13 10 2 41708833 0 40842686 0 64
23:37:14 8 2 41708841 8 40842692 6 105
23:37:15 9 2 41708848 7 40842700 8 76
23:37:16 7 3 41708852 4 40842705 5 64
23:37:17 5 3 41708858 6 40842711 6 64
23:37:18 9 3 41708871 13 40842722 11 67
23:37:19 7 3 41708881 10 40842734 12 64
23:37:21 11 3 41708893 12 40842744 10 79
^C

hostrateコマンドは、特定のメールホストに関するリアルタイムのモニタリング情報を返します。
この情報は、status detailコマンドのサブセットです（詳細な電子メールステータスのモニタリン
グ, （1054ページ）を参照）。

表 101：hostrate コマンドのデータ

説明統計

特定のホストの現在のステータス（up、down、
または unknown）。

Host Status

ホストに対する現在の発信接続数。Current Connections Out

キュー内の特定のホストに対するアクティブ受

信者の合計数。

Active Recipients in Queue

最後の既知のホストステータス以降変化した、

キュー内の特定のホストに対するアクティブ受

信者の合計数の差異。

Active Recipients in Queue Delta

最後の既知のホストステータス以降変化した、

キュー内の特定のホストに対する配信済み受信

者の合計数の差異。

Delivered Recipients Delta

最後の既知のホストステータス以降変化した、

キュー内の特定のホストに対するハードバウン

スされた受信者の合計数の差異。

Hard Bounced Recipients Delta

最後の既知のホストステータス以降変化した、

キュー内の特定のホストに対するソフトバウン

スされた受信者の合計数の差異。

Soft Bounce Events Delta
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hostrateコマンドを停止するには、Ctrl+Cを使用します。

例

mail3.example.com> hostrate
Recipient host:
[]> aol.com
Enter the number of seconds between displays.
[10]> 1

Time Host CrtCncOut ActvRcp ActvRcp DlvRcp HrdBncRcp SftBncEvt
Status Delta Delta Delta Delta

23:38:23 up 1 0 0 4 0 0
23:38:24 up 1 0 0 4 0 0
23:38:25 up 1 0 0 12 0 0
^C

着信電子メール接続のモニタリング

大量の送信者を識別するため、またはシステムへの着信接続をトラブルシューティングするため

に、Ciscoアプライアンスに接続しているホストのモニタが必要になる場合があります。topinコ
マンドは、システムに接続しているリモートホストのスナップショットを示します。このスナッ

プショットには、特定のリスナーに接続しているリモート IPアドレスごとに 1つの行を持つテー
ブルが表示されます。同じ IPアドレスから異なるリスナーへの 2つの接続は、topinコマンドを使
用して表示されるフィールドについて説明する、次の表の 2行になります。

表 102：topin コマンドのデータ

説明統計

リモートホストのホスト名。リバースDNSルッ
クアップによって取得されます。

Remote Hostname

リモートホストの IPアドレス。リモート IPアドレス（Remote IP Address）

接続を受信している、Ciscoアプライアンス上
のリスナーのニックネーム。

listener

コマンドが実行されたときに開いていた、指定

の IPアドレスを持つリモートホストからの同
時接続数。

Connections In

システムは、リバース DNSルックアップによってリモートホスト名を検索してから、フォワー
ド DNSルックアップによってその名前を検証します。フォワードルックアップで元の IPアドレ
スにならない場合、またはリバースDNSルックアップに失敗した場合、テーブルのホスト名カラ
ムには IPアドレスが表示されます。送信者検証プロセスの詳細については、送信者の検証,（140
ページ）を参照してください。
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例

mail3.example.com> topin

Status as of: Sat Aug 23 21:50:54 2003
# Remote hostname Remote IP addr. listener Conn. In
1 mail.remotedomain01.com 172.16.0.2 Incoming01 10
2 mail.remotedomain01.com 172.16.0.2 Incoming02 10
3 mail.remotedomain03.com 172.16.0.4 Incoming01 5
4 mail.remotedomain04.com 172.16.0.5 Incoming02 4
5 mail.remotedomain05.com 172.16.0.6 Incoming01 3
6 mail.remotedomain06.com 172.16.0.7 Incoming02 3
7 mail.remotedomain07.com 172.16.0.8 Incoming01 3
8 mail.remotedomain08.com 172.16.0.9 Incoming01 3
9 mail.remotedomain09.com 172.16.0.10 Incoming01 3
10 mail.remotedomain10.com 172.16.0.11 Incoming01 2
11 mail.remotedomain11.com 172.16.0.12 Incoming01 2
12 mail.remotedomain12.com 172.16.0.13 Incoming02 2
13 mail.remotedomain13.com 172.16.0.14 Incoming01 2
14 mail.remotedomain14.com 172.16.0.15 Incoming01 2
15 mail.remotedomain15.com 172.16.0.16 Incoming01 2
16 mail.remotedomain16.com 172.16.0.17 Incoming01 2
17 mail.remotedomain17.com 172.16.0.18 Incoming01 1
18 mail.remotedomain18.com 172.16.0.19 Incoming02 1
19 mail.remotedomain19.com 172.16.0.20 Incoming01 1
20 mail.remotedomain20.com 172.16.0.21 Incoming01 1

DNS ステータスの確認
dnsstatusコマンドは、DNSルックアップおよびキャッシュ情報の統計を表示するカウンタを返し
ます。カウンタごとに、そのカウンタの最後のリセット以降、最後のシステム再起動以降、およ

びシステムの存続期間中に発生したイベントの合計数を表示できます。

次の表に、使用可能なカウンタを示します。

表 103：dnsstatus コマンドのデータ

説明統計

ドメイン名を解決するためのシステムDNSキャッシュに対する上位
レベルの非反復要求。

DNS Requests

DNS情報を取得するためのネットワーク（非ローカル）への要求。Network Requests

レコードが検出されて返された、DNSキャッシュへの要求。Cache Hits

レコードが検出されなかった、DNSキャッシュへの要求。Cache Misses

レコードが検出されたものの、ドメインが不明である、DNSキャッ
シュへの要求。

Cache Exceptions
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説明統計

レコードが検出された、DNSキャッシュへの要求。

キャッシュでは、使用状況が考慮され、古すぎるレコードは破棄さ

れます。

Time To Live（TTL;存続可能時間）を超えていても、多くのエント
リがキャッシュに存在する場合があります。これらのエントリは使

用されない限り、期限切れカウンタには含まれません。キャッシュ

がフラッシュされると、有効なエントリと無効（古すぎる）エント

リの両方が削除されます。フラッシュ動作によって、期限切れカウ

ンタが変更されることはありません。

Cache Expired

例

mail3.example.com> dnsstatus
Status as of: Sat Aug 23 21:57:28 2003
Counters: Reset Uptime Lifetime
DNS Requests 211,735,710 8,269,306 252,177,342
Network Requests 182,026,818 6,858,332 206,963,542
Cache Hits 474,675,247 17,934,227 541,605,545
Cache Misses 624,023,089 24,072,819 704,767,877
Cache Exceptions 35,246,211 1,568,005 51,445,744
Cache Expired 418,369 7,800 429,015

mail3.example.com>

電子メールモニタリングカウンタのリセット

resetcountersコマンドは、累積する電子メールモニタリングカウンタをリセットします。リセッ
トは、グローバルカウンタとホスト単位のカウンタに影響します。リセットは、再試行スケジュー

ルに関連する配信キュー内のメッセージのカウンタには影響しません。

GUIで、カウンタをリセットすることもできます。[システムステータス（SystemStatus）]ペー
ジ, （865ページ）を参照してください。

（注）

例

mail3.example.com> resetcounters
Counters reset: Mon Jan 01 12:00:01 2003

アクティブな TCP/IP サービスの識別
Eメールセキュリティアプライアンスで使用されるアクティブな TCP/IPサービスを識別するに
は、コマンドラインインターフェイスで tcpservicesコマンドを使用します。
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電子メールキューの管理
Cisco AsyncOSでは、電子メールキュー内のメッセージに対する動作を実行できます。電子メー
ルキュー内のメッセージは、削除、バウンス、一時停止、またはリダイレクトすることができま

す。また、キュー内の古いメッセージを検索、削除、およびアーカイブすることもできます。

キュー内の受信者の削除

特定の受信者が配信されていない場合や、電子メールキューをクリアする場合には、deleterecipients
コマンドを使用します。deleterecipientsコマンドでは、配信を待つ特定の受信者を削除することに
よって、電子メール配信キューを管理できます。削除される受信者は、受信者の宛先である受信

者ホストによって、または、メッセージエンベロープの Envelope From行に指定された特定のア
ドレスで識別されるメッセージ送信者によって識別されます。または、配信キュー内のすべての

メッセージ（すべてのアクティブ受信者）を一度に削除することもできます。

deleterecipients機能を実行するには、Ciscoアプライアンスをオフラインまたは配信一時停止の
状態にすることを推奨します（電子メールの受信と配信の一時停止,（972ページ）を参照）。

（注）

この機能はどの状態でも使用できますが、機能の実行中に一部のメッセージが配信される可能

性があります。

（注）

受信者ホストおよび送信者の一致は、同一文字列の一致である必要があります。ワイルドカード

は使用できません。deleterecipientsコマンドは、削除されるメッセージの合計数を返します。ま
た、メールログサブスクリプション（IronPortテキスト形式のみ）が設定されている場合、メッ
セージの削除は別個の行としてログに記録されます。

例

mail3.example.com> deleterecipients
Please select how you would like to delete messages:
1. By recipient host.
2. By Envelope From address.
3. All.
[1]>

Ciscoアプライアンスには、必要に応じて受信者を削除するための各種のオプションが用意されて
います。次に、受信者ホスト別の受信者の削除、EnvelopeFromアドレスによる削除、およびキュー
内のすべての受信者の削除の例を示します。

受信者ドメインによる削除

Please enter the hostname for the messages you wish to delete.
[]> example.com
Are you sure you want to delete all messages being delivered to "example.com"? [N]> Y
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Deleting messages, please wait.
100 messages deleted.

Envelope From アドレスによる削除

Please enter the Envelope From address for the messages you wish to delete.
[]> mailadmin@example.com
Are you sure you want to delete all messages with the Envelope From address of
"mailadmin@example.com"? [N]> Y
Deleting messages, please wait.
100 messages deleted.

すべて削除

Are you sure you want to delete all messages in the delivery queue (all active recipients)?
[N]> Y
Deleting messages, please wait.
1000 messages deleted.

キュー内の受信者のバウンス

deleterecipientsコマンドと同様に、bouncerecipientsコマンドでは、配信を待つ特定の受信者をハー
ドバウンスすることによって、電子メール配信キューを管理できます。メッセージのバウンス

は、bounceconfigコマンドに指定された通常のバウンスメッセージ設定に従います。

bouncerecipients機能を実行するには、Ciscoアプライアンスをオフラインまたは配信一時停止
の状態にすることを推奨します（電子メールの受信と配信の一時停止, （972ページ）を参
照）。

（注）

この機能はどの状態でも使用できますが、機能の実行中に一部のメッセージが配信される可能

性があります。

（注）

受信者ホストおよび送信者の一致は、同一文字列の一致である必要があります。ワイルドカード

は使用できません。bouncerecipientsコマンドは、バウンスされたメッセージの合計数を返します。

bouncerecipients機能ではリソースが集中的に使用され、完了までに数分かかる場合がありま
す。オフラインまたは配信一時停止の状態の場合は、バウンスメッセージの実際の送信（ハー

ドバウンス生成がオンの場合）は、resumeコマンドを使用して Cisco AsyncOSをオンライン
状態にした後でのみ開始されます。

（注）

例

mail3.example.com> bouncerecipients
Please select how you would like to bounce messages:
1. By recipient host.
2. By Envelope From address.
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3. All.
[1]>

バウンスされる受信者は、宛先受信者ホストによって、またはメッセージエンベロープのEnvelope
From行に指定された特定のアドレスで識別されるメッセージ送信者によって識別されます。また
は、配信キュー内のすべてのメッセージを一度にバウンスすることもできます。

受信者ホストによるバウンス

Please enter the hostname for the messages you wish to bounce.
[]> example.com
Are you sure you want to bounce all messages being delivered to "example.com"? [N]> Y
Bouncing messages, please wait.
100 messages bounced.

Envelope From アドレスによるバウンス

Please enter the Envelope From address for the messages you wish to bounce.
[]> mailadmin@example.com
Are you sure you want to bounce all messages with the Envelope From address of
"mailadmin@example.com"? [N]> Y
Bouncing messages, please wait.
100 messages bounced.

すべてバウンス

Are you sure you want to bounce all messages in the queue? [N]> Y
Bouncing messages, please wait.
1000 messages bounced.

キュー内のメッセージのリダイレクト

redirectrecipientsコマンドを使用すると、電子メール配信キュー内のすべてのメッセージを別のリ
レーホストにリダイレクトできます。受信者を、このホストから大量の SMTPメールを受け入れ
る準備ができていないホストまたは IPアドレスにリダイレクトすると、メッセージがバウンスす
るだけでなく、メールが失われる可能性もあることに注意してください。

メッセージを、/dev/nullを宛先とする受信側ドメインにリダイレクトすると、メッセージが失
われます。メールをこのようなドメインにリダイレクトしても、CLIに警告は表示されませ
ん。メッセージをリダイレクトする前に、受信側ドメインがあるかどうかSMTPルートを確認
してください。

注意

例

次に、すべてのメールを example2.comホストにリダイレクトする例を示します。

mail3.example.com> redirectrecipients
Please enter the hostname or IP address of the machine you want to send all mail to.
[]> example2.com
WARNING: redirecting recipients to a host or IP address that is not prepared to accept large
volumes of SMTP mail from this host will cause messages to bounce and possibly result in
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the loss of mail.
Are you sure you want to redirect all mail in the queue to "example2.com"? [N]> y
Redirecting messages, please wait.
246 recipients redirected.

キュー内の受信者に基づいたメッセージの表示

showrecipientsコマンドを使用すると、電子メール配信キューからのメッセージが受信者ホストま
たはEnvelopeFromアドレスごとに表示されます。また、キュー内のすべてのメッセージを表示す
ることもできます。

例

mail3.example.com> showrecipients
Please select how you would like to show messages:
1. By recipient host.
2. By Envelope From address.
3. All.
[1]> 3
Showing messages, please wait.
MID/ Bytes/ Sender/ Subject
[RID] [Atmps] Recipient
1527 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 9554@example.com
1522 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 3059@example.com
1529 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 7284@example.com
1530 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 8243@example.com
1532 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 1820@example.com
1531 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 9595@example.com
1518 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 8778@example.com
1535 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 1703@example.com
1533 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 3052@example.com
1536 1230 user123456@ironport.com Testing
[0] [0] 511@example.com

次に、すべての受信者ホストへのキュー内のメッセージの例を示します。

電子メール配信の一時停止

メンテナンスやトラブルシューティングのために電子メールの配信を一時的に停止するには、

suspenddelコマンドを使用します。suspenddelコマンドは、Cisco AsyncOSを配信一時停止の状態
にします。この状態には、次のような特徴があります。

•発信電子メール配信は停止されます。

•着信電子メール接続は受け入れられます。

•ログ転送は続行します。

• CLIはアクセス可能のままになります。
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suspenddelコマンドを実行すると、開いていた発信接続が閉じられ、新規の接続は開かれません。
suspenddelコマンドはただちに開始され、確立しているすべての接続を正常に閉じることができま
す。配信一時停止の状態から通常の動作に戻すには、resumedelコマンドを使用します。

「delivery suspend」状態は、システムを再起動しても保持されます。suspenddelコマンドを使
用してからアプライアンスを再起動する場合は、resumedelコマンドを使用して再起動してか
ら配信を再開する必要があります。

（注）

例

mail3.example.com> suspenddel
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.
[30]>
Waiting for outgoing deliveries to finish...
Mail delivery suspended.

電子メール配信の再開

resumedelコマンドは、suspenddelコマンドの使用後に Cisco AsyncOSを通常の動作状態に戻しま
す。

構文

resumedel

mail3.example.com> resumedel
Mail delivery resumed.

電子メールの受信の一時停止

すべてのリスナーに対して電子メールの受信を一時停止するには、suspendlistenerコマンドを使用
します。受信が一時停止されている間、システムはリスナーの特定のポートへの接続を受け入れ

ません。

これは、このリリースのAsyncOSで変更された動作です。以前のリリースでは、システムは接続
を受け入れ、次のように応答してから接続解除していました。

• SMTP: 421 hostname Service not available, closing transaction channel

• QMQP: ZService not available

「receiving suspend」状態は、システムを再起動しても保持されます。suspendlistenerコマンド
を使用してからアプライアンスを再起動する場合、リスナーでメッセージの受信を再開するに

は、resumelistenerコマンドを使用する必要があります。

（注）
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構文

suspendlistener mail3.example.com> suspendlistener
Choose the listener(s) you wish to suspend.
Separate multiple entries with commas.
1. All
2. InboundMail
3. OutboundMail
[1]> 1
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.
[30]>
Waiting for listeners to exit...
Receiving suspended.
mail3.example.com>

電子メールの受信の再開

resumelistenerコマンドは、suspendlistenerコマンドの使用後に Cisco AsyncOSを通常の動作状態に
戻します。

構文

resumelistener

mail3.example.com> resumelistener
Choose the listener(s) you wish to resume.
Separate multiple entries with commas.
1. All
2. InboundMail
3. OutboundMail
[1]> 1
Receiving resumed.
mail3.example.com>

電子メールの配信と受信の再開

resumeコマンドは、配信と受信の両方を再開します。

構文

resume

mail3.example.com> resume
Receiving resumed.
Mail delivery resumed.
mail3.example.com>

電子メールの即時配信スケジュール

delivernowコマンドを使用すると、後で配信するようにスケジュールされた受信とホストをただ
ちに再試行できます。delivernowコマンドでは、キュー内の電子メールに即時配信を再スケジュー
ルすることができます。downのマークが付いたすべてのドメインと、スケジュールされたメッ
セージまたはソフトバウンスされたメッセージが、即時配信のキューに入れられます。
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delivernowコマンドは、キュー内の（スケジュールされた、およびアクティブな）すべての受信
者または特定の受信者に対して呼び出すことができます。特定の受信を選択する際は、即時配信

をスケジュールする受信者のドメイン名を入力する必要があります。システムは、文字列全体の

文字と長さを照合します。

構文

delivernow

mail3.example.com> delivernow
Please choose an option for scheduling immediate delivery.
1. By recipient host
2. All messages
[1]> 1
Please enter the domain to schedule for immediate delivery.
[]> recipient.example.com
Rescheduling all messages to recipient.example.com for immediate delivery.
mail3.example.com>

ワークキューの休止

LDAP受信者アクセス、マスカレード、LDAP再ルーティング、メッセージフィルタ、スパム対
策、およびウイルス対策スキャンエンジンの処理は、すべて「ワークキュー」で実行されます。

処理フローについてはルーティングおよび配信機能の設定,（685ページ）を、「ワークキュー内
のメッセージ」ゲージの説明についてはシステムゲージの読み取り,（1049ページ）を参照してく
ださい。workqueueコマンドを使用して、ワークキュー部分のメッセージ処理を手動で休止するこ
とができます。

たとえば、多くのメッセージがワークキュー内にあるときに、LDAPサーバの設定を変更する必
要があるとします。おそらく、LDAP受信者アクセスクエリーに基づいて、メッセージをバウン
スからドロップに切り替えようとします。または、キューを休止して、最新のアンチウイルスス

キャンエンジンの定義ファイルを手動で確認（antivirusupdateコマンドを使用）する可能性もあり
ます。workqueueコマンドを使用すると、ワークキューを休止してから再開することで、処理を停
止した状態で他の設定変更を行うことができます。

ワークキューを休止してから再開すると、そのイベントがログに記録されます。次に例を示しま

す。

Sun Aug 17 20:01:36 2003 Info: work queue paused, 1900 msgs S
Sun Aug 17 20:01:39 2003 Info: work queue resumed, 1900 msgs

次の例では、ワークキューが中止されます。

mail3.example.com> workqueue
Status as of: Sun Aug 17 20:02:30 2003 GMT
Status: Operational
Messages: 1243
Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Display work queue status
- PAUSE - Pause the work queue
- RATE - Display work queue statistics over time
[]> pause
Manually pause work queue? This will only affect unprocessed messages. [N]> y
Reason for pausing work queue:
[]> checking LDAP server
Status as of: Sun Aug 17 20:04:21 2003 GMT
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Status: Paused by admin: checking LDAP server
Messages: 1243

理由の入力は任意です。理由を入力しないと、その理由は「Manually pausedbyuser」としてロ
グに記録されます。

（注）

次の例では、ワークキューが再開されます。

mail3.example.com> workqueue
Status as of: Sun Aug 17 20:42:10 2003 GMT
Status: Paused by admin: checking LDAP server
Messages: 1243
Choose the operation you want to perform:
- STATUS - Display work queue status
- RESUME - Resume the work queue
- RATE - Display work queue statistics over time
[]> resume
Status: Operational
Messages: 1243

古いメッセージの検索およびアーカイブ

時折、古くなったメッセージが配信できずに、キューに留まっていることがあります。これらの

メッセージは削除したり、アーカイブしたりすることができます。これを行うには、showmessage
CLIコマンドを使用して、所定のメッセージ IDに対応するメッセージを表示します。oldmessage
CLIコマンドを使用すると、システム上の最も古い非隔離メッセージが表示されます。その後は、
任意で removemessageを使用して、所定のメッセージ IDに対応するメッセージを安全に削除でき
ます。このコマンドでは、ワークキュー、再試行キュー、または宛先キュー内のメッセージのみ

を削除できます。メッセージがこれらのキューのいずれにもない場合は、削除できません。

また、archivemessage[mid] CLIコマンドを使用して、所定のメッセージ IDに対応するメッセージ
を configurationディレクトリ内の mboxファイルにアーカイブすることもできます。

oldmessageコマンドを使用して、隔離エリア内のメッセージのメッセージ IDを取得することはで
きません。ただし、メッセージ IDがわかっている場合は、指定のメッセージを表示したり、アー
カイブしたりすることができます。メッセージがワークキュー、再試行キュー、または宛先キュー

にないと、removemessageコマンドでメッセージを削除することはできません。

シスコのスパム検疫内のメッセージに対しては、これらのキュー管理コマンドを実行できませ

ん。

（注）

構文

archivemessage

example.com> archivemessage
Enter the MID to archive and remove.
[0]> 47
MID 47 has been saved in file oldmessage_47.mbox in the configuration directory
example.com>
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構文

oldmessage

example.com> oldmessage
MID 9: 1 hour 5 mins 35 secs old
Received: from example.com ([172.16.0.102])
by example.com with SMTP; 14 Feb 2007 22:11:37 -0800

From: user123@example.com
To: 4031@test.example2.com
Subject: Testing
Message-Id: <20070215061136.68297.16346@example.com>

システム内のメッセージのトラッキング

findevent CLIコマンドは、オンボックスのメールログファイルを使用して、システム内のメッ
セージのトラッキング（追跡）プロセスを容易にします。findevent CLIコマンドを使用すると、
メッセージ IDの検索、またはサブジェクトヘッダー、エンベロープ送信者、またはエンベロー
プ受信者に対する正規表現の一致検索によって、メールログから特定のメッセージを検索できま

す。現在のログファイルやすべてのログファイルの結果を表示することも、ログファイルを日

付別で表示することもできます。ログファイルを日付別で表示する場合は、特定の日付か、日付

の範囲を指定できます。

ログを表示するメッセージを識別した後は、findeventコマンドによって、分裂情報（分裂したロ
グメッセージ、バウンス、およびシステム生成メッセージ）を含む、そのメッセージ IDに対す
るログ情報を表示できます。次に、findevent CLIコマンドで、サブジェクトヘッダーに
「confidential」とあるメッセージの受信と配信を追跡する例を示します。

example.com>
findevent
Please choose which type of search you want to perform:
1. Search by envelope FROM
2. Search by Message ID
3. Search by Subject
4. Search by envelope TO
[1]> 3
Enter the regular expression to search for.
[]> confidential
Currently configured logs:
1. "mail_logs" Type: "IronPort Text Mail Logs" Retrieval: FTP Poll
Enter the number of the log you wish to use for message tracking.
[]> 1
Please choose which set of logs to search:
1. All available log files
2. Select log files by date list
3. Current log file
[3]> 3
The following matching message IDs were found. Please choose one to
show additional log information:
1. MID 4 (Tue Jul 31 17:37:35 2007) sales: confidential
[1]> 1
Tue Jul 31 17:37:32 2007 Info: New SMTP ICID 2 interface Data 1 (172.19.1.86) address
10.251.20.180 reverse dns host unknown verified no
Tue Jul 31 17:37:32 2007 Info: ICID 2 ACCEPT SG None match ALL SBRS None
Tue Jul 31 17:37:35 2007 Info: Start MID 4 ICID 2
Tue Jul 31 17:37:35 2007 Info: MID 4 ICID 2 From: <user@example.com>
Tue Jul 31 17:37:35 2007 Info: MID 4 ICID 2 RID 0 To: <ljohnson@example02.com>
Tue Jul 31 17:37:35 2007 Info: MID 4 Subject 'sales: confidential'
Tue Jul 31 17:37:35 2007 Info: MID 4 ready 4086 bytes from <user@example.com>
Tue Jul 31 17:37:35 2007 Info: MID 4 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT
in the inbound table
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Tue Jul 31 17:37:35 2007 Info: ICID 2 close
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: MID 4 interim verdict using engine: CASE spam negative
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: MID 4 using engine: CASE spam negative
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: MID 4 interim AV verdict using Sophos CLEAN
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: MID 4 antivirus negative
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: MID 4 queued for delivery
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: Delivery start DCID 0 MID 4 to RID [0]
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: Message done DCID 0 MID 4 to RID [0]
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: MID 4 RID [0] Response '/null'
Tue Jul 31 17:37:37 2007 Info: Message finished MID 4 done

SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング
AsyncOSオペレーティングシステムは、SNMP（シンプルネットワーク管理プロトコル）を使用
したシステムステータスのモニタリングをサポートしています。このリリースには、RFC1213お
よび 1907に規定されているMIB-IIの読み取り専用のサブセットが実装されています。（SNMP
の詳細については、RFC1065、1066、および1067を参照してください）。以下の点に注意してく
ださい。

• SNMPは、デフォルトでオフになります。

• SNMP SET動作（コンフィギュレーション）は実装されません。

• AsyncOSは SNMPv1、v2、および v3をサポートしています。

• SNMPv3をイネーブルにする場合、メッセージ認証と暗号化は必須です。認証のパスフレー
ズと暗号は異なっている必要があります。暗号化アルゴリズムは AES（推奨）または DES
を指定できます。認証アルゴリズムには SHA-1（推奨）またはMD5を指定できます。次に
snmpconfigコマンドを実行するときは、コマンドにこのパスフレーズが「記憶」されていま
す。

• SNMPv3ユーザ名は v3getです。

> snmpwalk -v 3 -l AuthNoPriv -u v3get -a MD5 ironport mail.example.com

• SNMPv1またはSNMPv2のみを使用する場合は、コミュニティストリングを設定する必要が
あります。コミュニティストリングは、publicにデフォルト設定されません。

• SNMPv1および SNMPv2の場合、どのネットワークからの SNMP GET要求を受け入れるか
を指定する必要があります。

•トラップを使用するには、SNMPマネージャ（AsyncOSには含まれていません）が実行中で
あり、その IPアドレスがトラップターゲットとして入力されている必要があります（ホス
ト名を使用できますが、その場合、トラップは DNSが動作しているときに限り機能しま
す）。

アプライアンスに対して SNMPモニタリングをイネーブルにして設定するには、snmpconfigコマ
ンドを使用します。インターフェイスの値を選択し、設定し終えると、アプライアンスはSNMPv3
GET要求に応答します。これらのバージョン 3要求には、一致するパスフレーズが含まれている
必要があります。デフォルトでは、バージョン 1および 2要求は拒否されます。イネーブルにす
る場合は、バージョン 1および 2要求に一致するコミュニティストリングが含まれている必要が
あります。
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MIB ファイル
Cisco Eメールセキュリティアプライアンス用の次のMIBファイルは、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.htmlから入手できます。
使用可能な最新のMIBファイルを使用します。

• ASYNCOS-MAIL-MIB.txt：Ciscoアプライアンス用のエンタープライズMIBの SNMPv2互換
の説明。

• AsyncOS SMI.txt（IRONPORT-SMI.txt）：Ciscoコンテンツセキュリティ製品で
ASYNCOS-MAIL-MIBの役割を定義する「管理情報構造」（SMI）ファイル。

ハードウェアオブジェクト

Intelligent Platform Management Interface Specification（IPMI）準拠のハードウェアセンサーによっ
て、温度、ファンスピード、電源モジュールステータスなどの情報が報告されます。

ハードウェアステータスをポーリングして、致命的な状況になる前に潜在的なハードウェア障害

を識別することを推奨します。重大値の 10 %以内の温度を不安原因と考えることができます。

アプライアンスの電源モジュールの数や動作温度の範囲などの情報については、モデルのハード

ウェアガイドを参照してください。ハードウェアガイドの場所については、資料, （11ページ）
を参照してください。

ハードウェアトラップ

ステータス変更トラップは、ステータスが変更されると送信されます。ファン障害および高温ト

ラップは、5秒ごとに送信されます。その他のトラップは、障害条件アラームトラップです。こ
れらのトラップは、ステータスが（良好から障害へ）変更されたときに一度だけ送信されます。

たとえば、C170アプライアンスで次のしきい値に達すると、トラップが送信されます。

表 104：C170 アプライアンスのハードウェアトラップ：温度およびハードウェアの条件

リンクRAID電源モ

ジュール

ファン障害高温（ライ

ザー）

高温（バッ

クプレー

ン）

高温（周

囲）

高温

（CPU）
モデル

ステータス

の変化

ステータス

の変化

ステータス

の変化

0 RPMNANA47C90CC170

アプライアンスで使用可能なトラップおよびしきい値を表示するには、コマンドラインインター

フェイスで snmpconfigコマンドを実行します。

障害条件アラームトラップは、個々のコンポーネントの致命的な障害を示しますが、システム全

体の障害の原因になるとは限りません。たとえば、複数のファンまたは電源モジュールを持つア
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プライアンスで 1つのファンまたは電源モジュールに障害が発生しても、アプライアンスは動作
し続けます。

関連項目

•例：snmpconfigコマンド, （1075ページ）

SNMP トラップ
SNMPには、1つまたは複数の条件が満たされたときに管理アプリケーション（通常は、SNMP管
理コンソール）に知らせるためのトラップ（または通知）を送信する機能が備わっています。ト

ラップとは、トラップを送信するシステムのコンポーネントに関するデータを含むネットワーク

パケットです。トラップは、SNMPエージェント（この場合はEメールセキュリティアプライア
ンス）である条件が満たされた場合に生成されます。条件が満たされると、SNMPエージェント
は SNMPパケットを形成し、SNMP管理コンソールソフトウェアが稼働するホストに送信しま
す。

SNMPトラップを有効にして設定するには、snmpconfigコマンドを使用します。

複数のトラップターゲットの指定方法：トラップターゲットの入力を求められたときに、カンマ

で区切った IPアドレスを 10個まで入力できます。

例：snmpconfig コマンド
次の例では、C690ハードウェアアプライアンスで snmpconfigコマンドを使用して、ポート 161
の「PublicNet」インターフェイスで SNMPを有効にしています。バージョン 1および 2からの
GET要求に対してコミュニティストリング publicが入力されています。

esa.example.com> snmpconfig
Current SNMP settings:
SNMP Disabled.
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[]> SETUP
Do you want to enable SNMP?
[Y]>
Please choose an IP interface for SNMP requests.
1. Management (198.51.100.1: esa.example.com)
[1]>
Which port shall the SNMP daemon listen on interface "Management"?
[161]>
Please select SNMPv3 authentication type:
1. MD5
2. SHA
[1]> 2
Please select SNMPv3 privacy protocol:
1. DES
2. AES
[1]> 2
Enter the SNMPv3 authentication passphrase.
[]>
Please enter the SNMPv3 authentication passphrase again to confirm.
[]>
Enter the SNMPv3 privacy passphrase.
[]>
Please enter the SNMPv3 privacy passphrase again to confirm.
[]>
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Service SNMP V1/V2c requests?
[N]> Y
Enter the SNMP V1/V2c community string.
[ironport]> public
Shall SNMP V2c requests be serviced from IPv4 addresses?
[Y]>
From which IPv4 networks shall SNMP V1/V2c requests be allowed? Separate
multiple networks with commas.
[127.0.0.1/32]>
Enter the Trap target as a host name, IP address or list of IP
addresses separated by commas (IP address preferred). Enter "None" to disable traps.
[127.0.0.1]> 203.0.113.1
Enter the Trap Community string.
[ironport]> tcomm
Enterprise Trap Status
1. CPUUtilizationExceeded Disabled
2. FIPSModeDisableFailure Enabled
3. FIPSModeEnableFailure Enabled
4. FailoverHealthy Enabled
5. FailoverUnhealthy Enabled
6. RAIDStatusChange Enabled
7. connectivityFailure Disabled
8. fanFailure Enabled
9. highTemperature Enabled
10. keyExpiration Enabled
11. linkUpDown Enabled
12. memoryUtilizationExceeded Disabled
13. powerSupplyStatusChange Enabled
14. resourceConservationMode Enabled
15. updateFailure Enabled
Do you want to change any of these settings?
[N]> Y
Do you want to disable any of these traps?
[Y]> n
Do you want to enable any of these traps?
[Y]> y
Enter number or numbers of traps to enable. Separate multiple numbers with
commas.
[]> 1,7,12
What threshold would you like to set for CPU utilization?
[95]>
What URL would you like to check for connectivity failure?
[http://downloads.ironport.com]>
What threshold would you like to set for memory utilization?
[95]>
Enter the System Location string.
[Unknown: Not Yet Configured]> Network Operations Center - west; rack #30, position 3
Enter the System Contact string.
[snmp@localhost]> esa-admin@example.com
Current SNMP settings:
Listening on interface "Management" 198.51.100.1 port 161.
SNMP v3: Enabled.
SNMP v1/v2: Enabled, accepting requests from subnet 127.0.0.1/32 .
SNMP v1/v2 Community String: public
Trap target: 203.0.113.1
Location: Network Operations Center - west; rack #30, position 3
System Contact: esa-admin@example.com
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[]>
esa.example.com> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> Enable and configure SNMP
Changes committed: Fri Nov 06 18:13:16 2015 GMT
esa.example.com>
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第 37 章

SenderBase ネットワークに参加

この章は、次の項で構成されています。

• SenderBase Network Participationの概要, 1077 ページ

• SenderBaseとの統計の共有, 1077 ページ

• FAQ, 1078 ページ

SenderBase Network Participation の概要
SenderBaseは、電子メール管理者による送信者の調査、電子メールの正規送信元の識別、および
スパム送信者のブロックに役立つように設計された、電子メールのレピュテーションサービスで

す。

SenderBaseネットワークに参加しているお客様は、使用するすべてのサービスの機能向上のため、
シスコが客様の組織の集約された電子メールトラフィックの統計情報を収集することを許可しま

す。参加は任意です。シスコは、メッセージ属性の要約データおよび Cisocoアプライアンスがど
のように各種メッセージを処理したかに関する情報のみを収集します。たとえば、シスコは、メッ

セージの本文もメッセージの件名も収集しません。個人を特定できる情報や、組織を特定する情

報は、機密情報として扱われます。

SenderBase との統計の共有

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [SenderBase]に移動します。
ステップ 2 [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）]をクリックします。
ステップ 3 ボックスをチェックして、SenderBase Information Serviceとの統計データの共有をイネーブルにします。

このボックスをオンにすると、アプライアンスの機能がグローバルにイネーブルになります。イネーブル

にした場合、（Ciscoアンチスパムスキャンがイネーブルになっているかどうかに関係なく）データの収
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集およびデータの収集にコンテキスト適応スキャンエンジン（CASE）が使用されます。また、CLIの
senderbaseconfigコマンドを使用して同様の設定を行うこともできます。

ステップ 4 （任意）プロキシサーバをイネーブルにして、SenderBase InformationServiceと統計データを共有します。
ルールのアップデートを取得するようにプロキシサーバを定義する場合は、追加で表示されるフィールド

に、プロキシサーバに接続する際に使用する認証済みのユーザ名、パスフレーズ、および特定のポートも

設定できます。これらの設定を編集する方法については、アップグレードおよびアップデートをダウン

ロードするためのサーバ設定, （992ページ）を参照してください。また、CLIの updateconfigコマンドを
使用して同様の設定を行うこともできます。

FAQ
シスコは、プライバシーが重要であると認識しており、プライバシーを考慮してサービスを設計

および操作しています。SenderBase Network Participationに登録した場合は、シスコは組織の電子
メールトラフィックに関する集約した統計情報を収集しますが、個人を特定できる情報を収集し

たり、使用したりすることはありません。シスコが収集した、ユーザまたは組織を特定できる可

能性のある情報は、すべて極秘として扱われます。

なぜ参加する必要があるのですか。

SenderBase Networkに参加していただくことで、IronPortがお客様に役立てるようになります。ス
パム、ウイルス、およびディレクトリ獲得攻撃などの、電子メールをベースとした脅威が組織に

影響を及ぼすことを止めるには、IronPortとデータを共有していただくことが重要になります。参
加が特に重要になる例として、次のような場合があります。

•お客様の組織を特に標的とした電子メール攻撃では、提供したデータがお客様自身を保護す
る主要な情報源となります。

•お客様の組織が、最初に新しいグローバルな電子メール攻撃を受けた組織の 1つであった場
合、IronPortと共有したデータにより、新しい脅威に対応するスピードが大幅に向上します。

どのようなデータを共有するのですか。

データは、メッセージ属性の要約情報および Ciscoアプライアンスがどのように各種メッセージ
を処理したかに関する情報です。メッセージの本文すべてを収集するわけではありません。繰り

返しになりますが、シスコに提供された、ユーザまたは組織を特定できる可能性のある情報は、

すべて極秘として扱われます（後述のシスコは、共有されたデータがセキュアであることをどの

ように確認していますか。, （1082ページ）を参照してください）。

次の表では、「人間にわかりやすい」形式でサンプルのログエントリを説明しています。
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表 105：Cisco アプライアンスごとに共有される統計情報

サンプルデータ項目

MGA 10012MGA ID

2005年 7月 1日午前 8時～午前 8:05のデータTimestamp

MGAバージョン 4.7.0ソフトウェアバージョン番号

アンチスパムルールセット 102ルールセットのバージョン番号

10分ごとにアップデートアンチウイルスアップデート間隔

500 MB隔離サイズ

現在 50件のメッセージを隔離可能隔離可能メッセージ数

脅威レベル 3以上のメッセージを隔離ウイルススコアしきい値

120隔離されたメッセージのウイルススコアの合計

30（平均スコア 4）隔離されたメッセージ数

12時間最大隔離時間

.exeルールにより 50件を隔離

手動で 30件を隔離解除。このうち 30件すべて
がウイルス陽性

アンチウイルス結果との相関による隔離理由お

よび隔離解除理由で分類した、アウトブレイク

隔離メッセージ数の内訳

10件のメッセージは隔離解除後に添付ファイル
を削除

隔離解除の際に実行されたアクションで分類し

た、アウトブレイク隔離メッセージ数の内訳

20時間メッセージ隔離時間の合計

表 106：送信者 IP アドレスごとに共有される統計情報

サンプルデータ項目

アンチウイルスエンジンにより発見：100

アンチスパムエンジンにより発見：80

アプライアンスのさまざまな段階におけるメッ

セージ数

2,000（発見されたすべてのメッセージに対する
アンチスパムスコアの合計）

アンチスパムとアンチウイルスのスコア合計お

よび判断
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サンプルデータ項目

100件のメッセージがルールAおよびBにヒッ
ト

50件のメッセージがルール Aのみにヒット

さまざまなアンチスパムルールおよびアンチウ

イルスルールの組み合わせにヒットしたメッ

セージ数

20 SMTP接続接続数

総受信者数 50

無効な受信者数 10

受信者の総数および無効数

<one-way-hash>.zipという名前のアーカイブさ
れた添付ファイル内で、ファイル

<one-way-hash>.pifが検出

ハッシュされたファイル名：（a）

ファイル aaaaaaa.zip内で、ファイル
aaaaaaa0.aaa.pifが検出

難読化されたファイル名：（b）

メッセージ内で www.domain.comへのリンクが
検出

URLホスト名（c）

メッセージ内で aaa000aa/aa00aaaというパスを
持つホスト名 www.domain.comへのリンクが検
出

難読化された URLパス（d）

スパム陽性 10件

スパム陰性 10件

スパムの疑い 5件

ウイルス陽性 4件

ウイルス陰性 16件

ウイルススキャン不可 5件

スパムおよびウイルススキャン結果ごとのメッ

セージ数

スパム 500件、スパムなし 300件さまざまなアンチスパムおよびアンチウイルス

判定によるメッセージ数

30～ 35 Kの範囲に 125件サイズレンジ内のメッセージ数

「.exe」添付ファイル 300件さまざまな拡張子タイプごとの数

100個の添付ファイルの拡張子が「.doc」です
が、実際には「.exe」

50個の添付ファイルがzip内に含まれた「.exe」
拡張子

添付ファイルタイプ、本当のファイルタイプ、

およびコンテナタイプの相関関係
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サンプルデータ項目

50～ 55 Kの範囲に「.exe」添付ファイルが 30
件

拡張子および本当のファイルタイプと添付ファ

イルサイズの相関関係

1110個のファイルをファイルレピュテーショ
ンサービスにアップロード

ファイルレピュテーションサービス（AMPク
ラウド）にアップロードされた添付ファイルの

数

10個の悪意のあるファイルが検出

100個のファイルが正常と判断

1000個のファイルはレピュテーションサービ
スでは不明

ファイルレピュテーションサービス（AMPク
ラウド）にアップロードされたファイルの判定

50個のファイルのレピュテーションスコアは
37

50個のファイルのレピュテーションスコアは
57

1個のファイルのレピュテーションスコアは61

9個のファイルのレピュテーションスコアは99

ファイルレピュテーションサービス（AMPク
ラウド）にアップロードされたファイルのレ

ピュテーションスコア

example.pdf

testfile.doc
ファイルレピュテーションサービス（AMPク
ラウド）にアップロードされたファイルの名前

トロイの木馬 -テストファイルレピュテーションサービス（AMPク
ラウド）で検出されたマルウェア脅威の名前

（a）ファイル名は一方向ハッシュ（MD5）でエンコードされます。

（b）ファイル名は難読化された形式で送信されます。この形式では、すべての小文字のASCII文
字（[a～ z]）は「a」、すべての大文字の ASCII文字（[A～ Z]）は「A」、すべてのマルチバイ
トUTF-8文字は（その他の文字セットにプライバシーを提供するため）「x」に、すべてのASCII
数字（[0～ -9]）は「0」に置換され、その他すべてのシングルバイト文字（空白文字、句読点な
ど）はそのまま保持されます。たとえば、ファイル Britney1.txt.pifは Aaaaaaa0.aaa.pifと表示され
ます。

（c）IPアドレスと同様に、URLホスト名はコンテンツを提供するWebサーバを指定します。
ユーザ名およびパスワードのような、秘密情報は含まれません、

（d）ホスト名に続くURL情報は、ユーザの個人情報が漏えいしないように難読化されています。

AsyncOS 8.5 for Email以降、IronPort Anti-Spam機能または Intelligent Multi-Scan機能がアクティブ
で、SenderBase Network Participationがイネーブルの場合、AsyncOSは製品の有効性を向上させる
ために次の手順を実行します。
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•メッセージの特定のヘッダーの繰り返しに関する情報を収集して、収集した情報を暗号化
し、暗号化した情報をヘッダーとして個々のメッセージに追加します。

お客様はこのように処理されたメッセージを、分析のためにシスコに送信できます。各メッ

セージは、専門家チームによってレビューされ、製品の有効性を向上させるために使用され

ます。分析のためにシスコにメッセージを送信する手順については、誤って分類されたメッ

セージのシスコへの報告, （366ページ）を参照してください。

•送信者の SBRSに関係なく、スパム対策スキャンのためにCASEにメッセージのランダムサ
ンプルを送信します。CASEは、これらのメッセージをスキャンして、その結果を製品の有
効性の向上に利用します。AsyncOSは、アイドル状態の場合のみにこのアクションを実行し
ます。その結果、このフィードバックメカニズムによるメッセージ処理への大きな影響はあ

りません。

シスコは、共有されたデータがセキュアであることをどのように確認

していますか。

SenderBase Networkへの参加に同意すると、次のように処理されます。

• Ciscoアプライアンスから送信されたデータは、セキュアなプロトコル HTTPSを使用して
Cisco SenderBase Networkサーバに送信されます。

•お客様のデータはすべて、シスコで慎重に取り扱われます。このデータは、セキュアな場所
に保存され、データへのアクセスは、企業の電子メールセキュリティ製品およびサービスの

向上またはカスタマーサポートの提供のためにデータにアクセスする必要のあるシスコの従

業員および請負業者に限られます。

•データに基づいてレポートまたは統計情報が作成された場合、電子メールの受信者またはお
客様の企業を特定する情報が、シスコ以外で共有されることはありません。

データを共有することで Cisco アプライアンスのパフォーマンスに影
響はありますか。

シスコは、ほとんどのお客様には若干のパフォーマンス上の影響があると認識しています。IronPort
は、電子メール配信プロセスの一環として、既存のデータを記録します。その後、アプライアン

ス上でお客様のデータが集約され、通常5分ごとにSenderBaseサーバに一括送信されます。HTTPS
を介して転送されるデータの総サイズは、一般的な企業の電子メールトラフィック帯域幅の 1 %
未満と予想しています。

イネーブルにした場合、（Ciscoアンチスパムスキャンがイネーブルになっているかどうかに関
係なく）データの収集およびデータの収集にコンテキスト適応スキャンエンジン（CASE）が使
用されます。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1082

SenderBase ネットワークに参加
シスコは、共有されたデータがセキュアであることをどのように確認していますか。



SenderBase Networkへの参加を選択すると、「本文スキャン」が各メッセージに対して実行さ
れます。これは、メッセージに適用されたフィルタなどのアクションにより本文スキャンが起

動されたかどうかに関係なく実行されます。本文スキャンの詳細については、本文スキャン

ルール, （189ページ）を参照してください。

（注）

その他ご質問がありましたら、シスコカスタマーサポートまでお問い合わせください。シスコ

サポートコミュニティ, （13ページ）を参照してください。

その他の方法でデータを共有できますか。

シスコがより高品質のセキュリティサービスを提供できるようにするために、ご協力をお考えの

お客様のために、追加データの提供を可能にするコマンドを用意しています。このより高レベル

のデータ共有では、メッセージに含まれる添付ファイルの明確なファイル名、ハッシュされてい

ないテキスト、およびURLのホスト名も提供されます。この機能の詳細について関心をお持ちの
場合は、システムエンジニアまたはシスコカスタマーサポートにお問い合わせください。
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第 38 章

GUI での他のタスク

この章は、次の項で構成されています。

• グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）, 1085 ページ

• GUIのシステム情報, 1086 ページ

• GUIからの XMLステータスの収集, 1086 ページ

グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）
グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）は、システムのモニタリングおよび設定用の一部
のコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドに代わるWebベースのインターフェイスで
す。GUIを使用することにより、AsyncOSコマンド構文を知らなくても、単純なWebベースイ
ンターフェイスを使用してシステムをモニタできます。インターフェイスに対してHTTP、HTTPS、
またはその両方のサービスをイネーブルにすると、GUIにアクセスし、ログインできるようにな
ります。詳細については、「アプライアンスへのアクセス」の章を参照してください。

インターフェイスでの GUI のイネーブル化
システムはデフォルトで、管理インターフェイスの HTTPがイネーブルになった状態で出荷され
ます。

GUIをイネーブルにするには、コマンドラインインターフェイスで interfaceconfigコマンドを実
行し、接続先のインターフェイスを編集して、HTTPサービスとセキュア HTTPサービスのいず
れか、または両方をイネーブルにします。

また、いずれかのインターフェイスでGUIをイネーブルにした後は、[ネットワーク（Network）]
> [IPインターフェイス（IP Interfaces）]ページを使用して、別のインターフェイスに対して
GUIをイネーブルまたはディセーブルにすることもできます。詳細については、IPインター
フェイス, （1257ページ）を参照してください。

（注）
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インターフェイスでセキュアHTTPをイネーブルにするには、証明書をインストールする必要
があります。詳細については、「HTTPSの証明書のイネーブル化」を参照してください。

（注）

いずれかのサービスについても、サービスをイネーブルにするポートを指定します。デフォルト

では、HTTPはポート 80、HTTPSはポート 443でイネーブルになります。1つのインターフェイ
スで両方のサービスをイネーブルにすると、HTTP要求をセキュアサービスに自動的にリダイレ
クトできます。

さらに、このインターフェイス（HTTPまたはHTTPS経由）でGUIにアクセスしようとするすべ
てのユーザは（ユーザアカウントを使用する作業,（939ページ）を参照）、標準のユーザ名とパ
スフレーズのログインページで自分自身を認証する必要があります。

GUIにアクセスできるようにするには、commitコマンドを使用して変更内容を保存する必要
があります。

（注）

次の例では、GUIはData 1インターフェイスでイネーブルになります。interfaceconfigコマンドは
HTTPはポート 80、HTTPSはポート 443でイネーブルにするために使用されます（デモ証明書は
certconfigコマンドが実行できるようになるまで HTTP用に一時的に使用されます。詳細について
は、「Ciscoアプライアンスへの証明書のインストール」を参照してください）。ポート 80への
HTTP要求は、Data 1インターフェイスではポート 443に自動的にリダイレクトされるように設定
されます。

GUI のシステム情報
• [システム概要（System Overview）]ページでは、次のことができます。

◦主要システムのステータスとパフォーマンスの一部の情報を示す履歴グラフおよびテー
ブルを表示する。

◦アプライアンスにインストールされている AsyncOSオペレーティングシステムのバー
ジョンを表示する。

◦主要統計情報のサブセットを表示する。

• [システムステータス（System Status）]ページには、システムのすべてのリアルタイムメー
ルおよび DNSアクティビティの詳細が表示されます。また、システム統計情報のカウンタ
をリセットしたり、カウンタが最後にリセットされた時刻を表示したりすることもできま

す。

GUI からの XML ステータスの収集
XMLページを通じてステータスを表示するか、XMLステータス情報にプログラムでアクセスし
ます。
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XMLステータス機能は、電子メールのモニタリング統計情報にプログラムでアクセスする方法を
提供します。最新のブラウザには、XMLデータを直接表示できるものもあります。

GUIのページにあるこの表の情報は、対応する URLにアクセスすることで動的な XML出力とし
ても使用できます。

対応する XML ステータス URLGUI のページ名

http://hostname/xml/statusメールステータス（Mail Status）

http://hostname/xml/hoststatus?hostname=host特定のホストのホストメールステータス（Host
Mail Status for a Specified Host）

http://hostname/xml/dnsstatusDNSステータス（DNS Status）

http://hostname/xml/topin上位着信ドメイン（Top Incoming Domains）

http://hostname/xml/tophosts上位送信ドメイン（Top Outgoing Domains）1

1
このページはデフォルトで、アクティブな受信者数の順にソートされます。この順番を変更するには、URLに「?sort=order」を付加します。
ここで、orderは conn_out、deliv_recip、soft_bounced、または hard_bouncedです。
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第 39 章

高度なネットワーク構成

この章は、次の項で構成されています。

• イーサネットインターフェイスのメディア設定, 1089 ページ

• ネットワークインターフェイスカードのペアリングおよびチーミング, 1091 ページ

• 仮想ローカルエリアネットワーク（VLAN）, 1093 ページ

• Direct Server Return, 1097 ページ

• イーサネットインターフェイスの最大伝送単位, 1101 ページ

• マルチキャストアドレスでの ARP応答の受け入れまたは拒否, 1102 ページ

イーサネットインターフェイスのメディア設定
イーサネットインターフェイスのメディア設定にアクセスするには、etherconfigコマンドを使用
します。個々のイーサネットインターフェイスが現在の設定と共に一覧表示されます。インター

フェイスを選択すると、可能なメディア設定が表示されます。例については、メディア設定の編

集例, （1090ページ）を参照してください。

etherconfig を使ったイーサネットインターフェイスのメディア設定の
編集

etherconfigコマンドを使って、イーサネットインターフェイスのデュプレックス設定（全二重/半
二重）や速度（10/100/1000Mbps）を設定できます。デフォルトでは、インターフェイスが自動的
にメディア設定を選択しますが、場合によってはこの設定を上書きする必要があります。
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「セットアップとインストール」の章の説明に従って GUIのシステム設定ウィザード（また
はコマンドラインインターフェイスの systemsetupコマンド）を実行し、変更を確定していれ
ば、アプライアンス上でデフォルトのイーサネットインターフェイス設定が構成されている

はずです。

（注）

一部のアプライアンスは、光ファイバネットワークインターフェイスオプションを備えていま

す。その場合は、各アプライアンス上の使用可能なインターフェイスのリストに 2つの追加イー
サネットインターフェイス（Data 3と Data 4）が表示されます。これらのギガビット光ファイバ
インターフェイスは、異種混在構成で銅線（Data 1、Data 2、およびManagement）インターフェ
イスとペアにすることができます。ネットワークインターフェイスカードのペアリングおよび

チーミング, （1091ページ）を参照してください。

メディア設定の編集例
mail3.example.com> etherconfig

Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
- PAIRING - View and configure NIC Pairing.
- VLAN - View and configure VLANs.
- LOOPBACK - View and configure Loopback.
- MTU - View and configure MTU.
- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]> media
Ethernet interfaces:
1. Data 1 (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6d
2. Data 2 (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6e
3. Management (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:02:b3:c7:a2:da

Choose the operation you want to perform:
- EDIT - Edit an ethernet interface.
[]> edit
Enter the name or number of the ethernet interface you wish to edit.
[]> 2
Please choose the Ethernet media options for the Data 2 interface.
1. Autoselect
2. 10baseT/UTP half-duplex
3. 10baseT/UTP full-duplex
4. 100baseTX half-duplex

5. 100baseTX full-duplex

6. 1000baseTX half-duplex
7. 1000baseTX full-duplex
[1]> 5
Ethernet interfaces:
1. Data 1 (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6d
2. Data 2 (100baseTX full-duplex: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6e
3. Management (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:02:b3:c7:a2:da
Choose the operation you want to perform:
- EDIT - Edit an ethernet interface.
[]>
Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
- PAIRING - View and configure NIC Pairing.
- VLAN - View and configure VLANs.
- LOOPBACK - View and configure Loopback.
- MTU - View and configure MTU.
- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.
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[]>

ネットワークインターフェイスカードのペアリングおよ

びチーミング
NICペアリングで 2つの物理データポートを組み合わせることにより、NICからアップストリー
ムのイーサネットポートへのデータパスに障害が発生した場合に、バックアップイーサネット

インターフェイスを提供できます。ペアリングでは、基本的に各イーサネットインターフェイス

をプライマリインターフェイスおよびバックアップインターフェイスとして設定します。プライ

マリインターフェイスに障害が発生した場合（つまり、NICとアップストリームノード間のキャ
リアが途切れた場合）は、バックアップインターフェイスがアクティブになり、アラートが送信

されます。プライマリインターフェイスは再度起動したときに自動的にアクティブになります。

この製品のマニュアルでは、「NICペアリング」と「NICチーミング」は同義語です。

NICペアリングは仮想 Eメールセキュリティアプライアンスでは使用できません。（注）

十分な数のデータポートがあれば、複数のNICペアを作成できます。ペアを作成するときは、任
意のデータポートを組み合わせることができます。次に例を示します。

Data 1と Data 2

Data 3と Data 4

Data 2と Data 3

など

一部のCiscoアプライアンスには光ファイバネットワークインターフェイスオプションが含まれ
ます。その場合は、各アプライアンス上の使用可能なインターフェイスのリストに2つの追加イー
サネットインターフェイス（Data 3と Data 4）が表示されます。これらのギガビット光ファイバ
インターフェイスは、異種混在構成で銅線（Data 1、Data 2、およびManagement）インターフェ
イスとペアにすることができます。

NIC ペアリングと VLAN
VLAN（仮想ローカルエリアネットワーク（VLAN）,（1093ページ）を参照）は、プライマリイ
ンターフェイスにのみ設定できます。

NIC ペアの名前
NICペアを作成するときは、そのペアを参照するときに使用する名前を指定する必要があります。
バージョン 4.5よりも前の AsyncOSで作成した NICペアには、アップグレード後、自動的に
「Pair 1」というデフォルト名が指定されます。

NICペアリングに関して生成されたアラートは、特定の NICペアを名前で参照します。
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NIC ペアリングと既存のリスナー
リスナーが割り当てられたインターフェイスで NICペアリングをイネーブルにすると、バック
アップインターフェイスに割り当てられた全リスナーの削除、再割り当て、ディセーブル化のい

ずれかを選択するように求められます。

etherconfig コマンドを使った NIC ペアリングのイネーブル化

NICペアリングは仮想 Eメールセキュリティアプライアンスでは使用できません。（注）

mail3.example.com> etherconfig

Choose the operation you want to perform:

- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- PAIRING - View and configure NIC Pairing.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]> pairing

Paired interfaces:

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new pairing.

[]> new

Please enter a name for this pair (Ex: "Pair 1"):

[]> Pair 1

Warning: The backup (Data 2) for the NIC Pair is currently configured with one or more
IP addresses. If you continue, the Data 2 interface will be deleted.

Do you want to continue? [N]> y

The interface you are deleting is currently used by listener "OutgoingMail".

What would you like to do?

1. Delete: Remove the listener and all its settings.

2. Change: Choose a new interface.

3. Ignore: Leave the listener configured for interface "Data 2" (the listener will be
disabled until you add a new interface named "Data 2" or edit the listener's settings).

[1]>

Listener OutgoingMail deleted for mail3.example.com.

Interface Data 2 deleted.
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Paired interfaces:

1. Pair 1:

Primary (Data 1) Active, Link is up

Backup (Data 2) Standby, Link is up

Choose the operation you want to perform:

- DELETE - Delete a pairing.

- STATUS - Refresh status.

[]>

仮想ローカルエリアネットワーク（VLAN）
アプライアンスの任意の物理ネットワークポートに、複数の仮想ローカルエリアネットワーク

（VLAN）を設定できます。

VLANを使用すると、以下が可能になります。

•アプライアンスが接続できるネットワークの数を、アプライアンス上の物理インターフェイ
スの数以上に増やすことができます。

•既存のリスナーの別の「ポート」に、より多くのネットワークを定義できます。

•管理を容易にするためまたは帯域幅を増やすために、セキュリティ目的でネットワークをセ
グメント化できます。

使用事例：

VLANの制限事項のために直接通信できない 2つのメールサーバが、Eメールセキュリティアプ
ライアンスを介してメールを送信できます。アプライアンスのData2インターフェイスは、VLAN1
および VLAN2で設定されます。青い線は、営業ネットワーク（VLAN1）からアプライアンスに
送信されたメールを示しています。アプライアンスはメールをいつものように処理してから、配

信時にパケットを宛先 VLAN2情報（赤線）でタグ付けします。
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VLANによるアプライアンス間通信の実現

図 74：VLAN によるアプライアンス間通信の実現

VLAN の設定について
「データ」および「管理」ポートおよび一部のアプライアンスモデルで使用可能な光ファイバ

データポートなど、アプライアンスの任意の物理ネットワークポートに、複数の VLANを設定
できます。AsyncOSは、最大 30の VLANをサポートします。

物理ポートは、VLANに配置するために IPアドレスを設定する必要がありません。VLANを作成
した物理ポートにVLAN以外のトラフィックを受信する IPアドレスを設定できるため、VLANの
トラフィックと VLAN以外のトラフィックの両方を同じインターフェイスで受信できます。

VLANは、NICペアリング（ペアになっている NICで使用可能）や Direct Server Return（DSR）
と併用できます。

VLANは、「VLAN DDDD」という形式の名前を持つ動的な「データポート」として表示されま
す。「DDDD」は最大 4桁の IDです（VLAN 2、VLAN 4094など）。VLAN IDは、アプライアン
スで一意である必要があります。

VLAN の管理
VLANの作成、編集、および削除を行うには、etherconfigコマンドを使用します。作成後、[ネッ
トワーク（Network）] > [インターフェイス（Interfaces）]ページまたは CLIの interfaceconfigコマ
ンドを使用して VLANを設定できます。すべての変更を保存することを忘れないでください。

etherconfig コマンドによる新しい VLAN の作成
この例では、Data 1ポート上に 2つの VLAN（VLAN 31と VLAN 34）を作成します。
mail3.example.com> etherconfig

Choose the operation you want to perform:
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- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- PAIRING - View and configure NIC Pairing.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]> vlan

VLAN interfaces:

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new VLAN.

[]> new

VLAN ID for the interface (Ex: "34"):

[]> 34

Enter the name or number of the ethernet interface you wish bind to:

1. Data 1

2. Data 2

3. Management

[1]> 1

VLAN interfaces:

1. VLAN 34 (Data 1)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new VLAN.

- EDIT - Edit a VLAN.

- DELETE - Delete a VLAN.

[]> new

VLAN ID for the interface (Ex: "34"):

[]> 31

Enter the name or number of the ethernet interface you wish bind to:

1. Data 1

2. Data 2

3. Management

[1]> 1

VLAN interfaces:

1. VLAN 31 (Data 1)

2. VLAN 34 (Data 1)
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Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new VLAN.

- EDIT - Edit a VLAN.

- DELETE - Delete a VLAN.

[]>

Choose the operation you want to perform:

- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- PAIRING - View and configure NIC Pairing.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]>

interfaceconfig コマンドによる VLAN の IP インターフェイスの作成
この例では、VLAN 31イーサネットインターフェイス上に新しい IPインターフェイスを作成し
ます。

インターフェイスに変更を加えると、アプライアンスとの接続が閉じることがあります。

mail3.example.com> interfaceconfig

Currently configured interfaces:

1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com)

2. Management (10.10.0.10/24: example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.

- GROUPS - Define interface groups.

- DELETE - Remove an interface.

[]> new

Please enter a name for this IP interface (Ex: "InternalNet"):

[]> InternalVLAN31

Would you like to configure an IPv4 address for this interface (y/n)? [Y]>

IPv4 Address (Ex: 10.10.10.10):

[]> 10.10.31.10

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffff00"):

[255.255.255.0]>
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Would you like to configure an IPv6 address for this interface (y/n)? [N]>

Ethernet interface:

1. Data 1

2. Data 2

3. Management

4. VLAN 31

5. VLAN 34

[1]> 4

Hostname:

[]> mail31.example.com

Do you want to enable SSH on this interface? [N]>

Do you want to enable FTP on this interface? [N]>

Do you want to enable HTTP on this interface? [N]>

Do you want to enable HTTPS on this interface? [N]>

Currently configured interfaces:

1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com)

2. InternalVLAN31 (10.10.31.10/24: mail31.example.com)

3. Management (10.10.0.10/24: example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.

- GROUPS - Define interface groups.

- DELETE - Remove an interface.

[]>

Web インターフェイスを使用した VLAN の設定
etherconfigコマンドを使用して VLANを作成した後、[ネットワーク（Network）] > [リスナー
（Listeners）]ページを使用して設定できます。

Direct Server Return
Direct Server Return（DSR）は、同じ仮想 IP（VIP）を共有する複数の Eメールセキュリティアプ
ライアンス間で負荷を分散するための軽量負荷分散メカニズムをサポートする機能です。

DSRは、アプライアンスの「ループバック」イーサネットインターフェイス上に作成された IP
インターフェイスを介して実装されます。
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Eメールセキュリティアプライアンスの負荷分散の設定は、このマニュアルでは取り上げま
せん

（注）

Direct Server Return のイネーブル化
DSRをイネーブルにするには、参加している各アプライアンスの「ループバック」イーサネット
インターフェイスをイネーブルにします。次に、CLIの interfaceconfigコマンドまたはGUIの [ネッ
トワーク（Network）] > [インターフェイス（Interfaces）]ページを使用して、ループバックイン
ターフェイス上に仮想 IP（VIP）で IPインターフェイスを作成します。最後に、CLIの listenerconfig
コマンドまたは GUIの [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]ページを使用して、
新しい IPインターフェイス上にリスナーを作成します。すべての変更を保存することを忘れない
でください。

ループバックインターフェイスを使用した場合、アプライアンスはそのインターフェイスの

ARP応答を発行しません
（注）

DSRをイネーブルにするときは、次のルールが適用されます。

すべてのシステムが同じ仮想 IP（VIP）アドレスを使用します。

すべてのシステムがロードバランサと同じスイッチおよびサブネット上にある必要があります。

図 75：DSR を使用したスイッチ上の複数の E メールセキュリティアプライアンス間でのロードバランス

DSRを使用したスイッチ上の複数の Eメールセキュリティアプライアンス間でのロードバラン
ス
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etherconfig コマンドによるループバックインターフェイスのイネーブル化
イネーブルになったループバックインターフェイスは、他のインターフェイス（Data 1など）と
同じように扱われます。

mail3.example.com> etherconfig

Choose the operation you want to perform:

- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- PAIRING - View and configure NIC Pairing.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]> loopback

Currently configured loopback interface:

Choose the operation you want to perform:

- ENABLE - Enable Loopback Interface.

[]> enable

Currently configured loopback interface:

1. Loopback

Choose the operation you want to perform:

- DISABLE - Disable Loopback Interface.

[]>

Choose the operation you want to perform:

- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- PAIRING - View and configure NIC Pairing.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]>

interfaceconfig コマンドによるループバック上の IP インターフェイスの作成
ループバックインターフェイス上に IPインターフェイスを作成します。
mail3.example.com> interfaceconfig

Currently configured interfaces:
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1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com)

2. InternalV1 (10.10.31.10/24: mail31.example.com)

3. Management (10.10.0.10/24: example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.

- GROUPS - Define interface groups.

- DELETE - Remove an interface.

[]> new

Please enter a name for this IP interface (Ex: "InternalNet"):

[]> LoopVIP

Would you like to configure an IPv4 address for this interface (y/n)? [Y]>

IPv4 Address (Ex: 10.10.10.10):

[]> 10.10.1.11

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffff00"):

[255.255.255.0]> 255.255.255.255

Would you like to configure an IPv6 address for this interface (y/n)? [N]>

Ethernet interface:

1. Data 1

2. Data 2

3. Loopback

4. Management

5. VLAN 31

6. VLAN 34

[1]> 3

Hostname:

[]> example.com

Do you want to enable SSH on this interface? [N]>

Do you want to enable FTP on this interface? [N]>

Do you want to enable HTTP on this interface? [N]>

Do you want to enable HTTPS on this interface? [N]>

Currently configured interfaces:

1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com)

2. InternalV1 (10.10.31.10/24: mail31.example.com)

3. LoopVIP (10.10.1.11/24: example.com)
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4. Management (10.10.0.10/24: example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.

- GROUPS - Define interface groups.

- DELETE - Remove an interface.

[]>

新しい IP インターフェイス上のリスナーの作成
GUIまたはCLIを使って新しい IPインターフェイス上にリスナーを作成します。たとえば、次の
図に示すように、新たに作成した IPインターフェイスをGUIの [リスナーを追加（AddListener）]
ページで選択できます。

図 76：新しいループバック IP インターフェイス上のリスナーの作成

イーサネットインターフェイスの最大伝送単位
最大伝送単位（MTU）は、イーサネットインターフェイスが受け入れる最大のデータ単位です。
etherconfigコマンドを使用してイーサネットインターフェイスのMTUを減らすことができます。
イーサネットインターフェイスが受け入れることができる最大MTUのデフォルトMTUサイズは
1500バイトです。

インターフェイスのMTUを編集するには：
mail3.example.com> etherconfig
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Choose the operation you want to perform:

- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- PAIRING - View and configure NIC Pairing.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]> mtu

Ethernet interfaces:

1. Data 1 mtu 1400

2. Data 2 default mtu 1500

3. Management default mtu 1500

Choose the operation you want to perform:

- EDIT - Edit an ethernet interface.

[]> edit

Enter the name or number of the ethernet interface you wish to edit.

[]> 2

Please enter a non-default (1500) MTU value for the Data 2 interface.

[]> 1200

Ethernet interfaces:

1. Data 1 mtu 1400

2. Data 2 mtu 1200

3. Management default mtu 1500

Choose the operation you want to perform:

- EDIT - Edit an ethernet interface.

[]>

マルチキャストアドレスでの ARP 応答の受け入れまたは
拒否

マルチキャストアドレスでARP応答を受け入れるか拒否するかを指定できます。この機能を設定
するには、MULTICASTサブコマンドを使用します。

次の例で、マルチキャストアドレスでARP応答を受け入れるようにアプライアンスを設定する方
法を示します。

mail.example.com> etherconfig
Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
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- VLAN - View and configure VLANs.
- LOOPBACK - View and configure Loopback.
- MTU - View and configure MTU.
- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.
[]> multicast
ARP replies with a multicast address will be rejected.
Choose the operation you want to perform:
- ACCEPT - Accept ARP replies with a multicast address.
[]> accept
ARP replies with a multicast address will be accepted.
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第 40 章

ログ

この章は、次の項で構成されています。

• 概要, 1105 ページ

• ログタイプ, 1115 ページ

• ログサブスクリプション（Log Subscriptions）, 1154 ページ

概要

ログファイルおよびログサブスクリプションについて

ログは、AsyncOSの電子メール動作に関する重要な情報を収集する、簡潔で効率的な方法です。
これらのログには、アプライアンスでのアクティビティに関する情報が記録されます。情報は、

バウンスログや配信ログなど、表示するログによって異なります。

ほとんどのログは、プレーンテキスト（ASCII）形式で記録されますが、配信ログはリソースの
効率性を保つためにバイナリ形式で記録されます。ASCIIテキスト情報は、任意のテキストエディ
タで読むことができます。

シスコは、複数のEメールセキュリティアプライアンスからのログに対応する集中化レポーティ
ングおよびトラッキングツールとして、M-Seriesコンテンツセキュリティ管理アプライアンスを
提供しています。詳細については、シスコの担当者にお問い合わせください。

ログサブスクリプションはログタイプを名前、ログレベル、およびサイズや宛先情報などのそ

の他の制約に関連付けます。同じログタイプで複数のサブスクリプションを使用できます。

ログタイプ

ログタイプは、メッセージデータ、システム統計情報、バイナリまたはテキストデータなど、

生成されたログにどの情報が記録されるかを示します。ログタイプは、ログサブスクリプション
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を作成するときに選択します。詳細については、ログサブスクリプション（Log Subscriptions）,
（1154ページ）を参照してください。

AsyncOSでは、次のログタイプが生成されます。

表 107：ログタイプ

説明Log

テキストメールログには、電子メールシステムの動作に関する情報

が記録されます。たとえば、メッセージの受信、メッセージの配信試

行、接続のオープンとクローズ、バウンス、TLS接続などです。

テキストメールログ

qmail形式配信ログには、次の配信ログと同じ電子メールシステムの
動作に関する情報が記録されますが、qmail形式で格納されます。

qmail形式メールログ

配信ログには、Eメールセキュリティアプライアンスの電子メール
配信動作に関する重要な情報が記録されます。たとえば、配信試行時

の各受信者の配信やバウンスに関する情報などです。ログメッセー

ジは「ステートレス」です。つまり、関連するすべての情報が各ログ

メッセージに記録されるので、ユーザは、現在の配信試行に関する情

報について前のログメッセージを参照する必要がありません。配信

ログは、リソースの効率性を保つためにバイナリ形式で記録されま

す。配信ログファイルは、提供されるユーティリティを使用して

XMLまたは CSV（カンマ区切り値）形式に変換し、後処理する必要
があります。変換ツールは、次の場所にあります。
https://supportforums.cisco.com/document/33721/cisco-ironport-systems-contributed-tools

Delivery Logs

バウンスログには、バウンスされた受信者の情報が記録されます。

バウンスされた各受信者を記録する情報には、メッセージ ID、受信
者 ID、エンベロープ送信元アドレス、エンベロープ宛先アドレス、
受信者がバウンスされる理由、および受信者ホストからの応答コード

が含まれます。また、バウンスされた各受信者メッセージの一定量を

記録するように選択することもできます。この容量はバイト単位で定

義され、デフォルトはゼロです。

Bounce Logs

このログファイルには、status detailおよび dnsstatusなどのCLIステー
タスコマンドで検出されたシステムの統計情報が記録されます。記

録期間は、logconfigの setupサブコマンドを使用して設定します。ス
テータスログでレポートされるカウンタまたはレートは、前回カウ

ンタがリセットされた時点からの値です。

Status Logs
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説明Log

ドメインデバッグログには、Eメールセキュリティアプライアンス
と指定の受信者ホスト間の SMTP会話でのクライアントとサーバの
通信が記録されます。このログタイプは、特定の受信者ホストに関

する問題のデバッグに使用できます。ログファイルに記録するSMTP
セッションの総数を指定する必要があります。セッションが記録され

るにつれ、この数は減少していきます。ログサブスクリプションを

削除または編集して、すべてのセッションが記録される前にドメイン

デバッグを停止できます。

ドメインデバッグログ

インジェクションデバッグログには、Eメールセキュリティアプラ
イアンスと、システムに接続している指定のホスト間の SMTP会話
が記録されます。インジェクションデバッグログは、Eメールセ
キュリティアプライアンスとインターネット上のホスト間の通信に

関する問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。

Injection Debug Logs

システムログには、ブート情報、仮想アプライアンスライセンスの

期限切れアラート、DNSステータス情報、および commitコマンドを
使用してユーザが入力したコメントが記録されます。システムログ

は、アプライアンスの基本的な状態のトラブルシューティングに役立

ちます。

システムログ

CLI監査ログには、システム上のすべてのCLIアクティビティが記録
されます。

CLI Audit Logs

FTPログには、インターフェイスでイネーブルになっているFTPサー
ビスの情報が記録されます。接続の詳細とユーザアクティビティが

記録されます。

FTP Server Logs

HTTPログを参照してください。GUIログ

HTTPログには、インターフェイスでイネーブルになっている HTTP
サービス、セキュアHTTPサービス、またはその両方のサービスに関
する情報が記録されます。HTTPを介してグラフィカルユーザイン
ターフェイス（GUI）にアクセスするため、HTTPログは基本的に、
CLI監査ログの GUI版になっています。GUIでアクセスされるセッ
ションデータ（新しいセッション、セッションの期限切れ）やペー

ジが記録されます。

これらのログには、SMTPトランザクションに関する情報（たとえ
ば、アプライアンスから電子メールで送信されるスケジュール済みレ

ポートに関する情報）も記録されます。

HTTP Logs
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説明Log

NTPログには、設定されている任意のネットワークタイムプロトコ
ル（NTP）サーバとアプライアンス間の会話が記録されます。詳細に
ついては「システム管理」の章の「ネットワークタイムプロトコル

（NTP）設定の編集（TimeKeepingMethod）」を参照してください。

NTPログ

LDAPデバッグログは、LDAPインストールのデバッグを目的として
います(「LDAPクエリー」の章を参照）。Eメールセキュリティア
プライアンスが LDAPサーバに送信しているクエリーに関する有用
な情報がここに記録されます。

LDAP Debug Logs

アンチスパムログには、最新のアンチスパムルールのアップデート

受信に関するステータスなど、システムのアンチスパムスキャン機

能のステータスが記録されます。また、コンテキスト適応スキャンエ

ンジンに関するすべてのログもここに記録されます。

Anti-Spam Logs

アンチスパムスキャン機能をイネーブルにすると、スキャンされ、

「メッセージのアーカイブ」アクションに関連付けられたメッセージ

がここにアーカイブされます。この形式は、mbox形式のログファイ
ルです。アンチスパムエンジンの詳細については、「アンチスパム」

の章を参照してください。

Anti-Spam Archive

グレイメールエンジンの情報、ステータス、設定などが含まれます。

ほとんどの情報は [情報（Info）]または [デバッグ（Debug）]レベル
です。

グレイメールエンジンロ

グ

アーカイブされたメッセージ（スキャンされ、「メッセージのアーカ

イブ」アクションに関連付けられたメッセージ）が含まれます。この

形式は、mbox形式のログファイルです。

グレイメールアーカイブ

アンチウイルスログには、最新のアンチウイルスアイデンティティ

ファイルのアップデート受信に関するステータスなど、システムのア

ンチウイルススキャン機能のステータスが記録されます。

Anti-Virus Logs

アンチウイルスエンジンをイネーブルにすると、スキャンされ、

「メッセージのアーカイブ」アクションに関連付けられたメッセージ

がここにアーカイブされます。この形式は、mbox形式のログファイ
ルです。詳細については、「ウイルス対策」の章を参照してくださ

い。

Anti-Virus Archive

AMPエンジンのログは、システムの高度なマルウェア防御機能の状
態を記録します。詳細については、次を参照してください。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, （463ページ）

AMPエンジンログ
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説明Log

高度なマルウェア防御エンジンがスキャン不可能またはマルウェアを

含む添付ファイルがあると判断したメッセージをアーカイブするため

に、メールポリシーを設定している場合、そのメッセージがここに

アーカイブされます。この形式は、mbox形式のログファイルです。

AMPアーカイブ

スキャンログには、スキャンエンジンに関するすべてのLOGおよび
COMMONメッセージが保持されます（アラート（Alerts）,（1008ペー
ジ）を参照してください）。これは一般に、アプリケーションの障

害、送信されたアラート、失敗したアラート、およびログエラーメッ

セージになります。このログは、システム全体のアラートには適用さ

れません。

Scanning Logs

スパム隔離ログには、スパム隔離プロセスに関連付けられたアクショ

ンが記録されます。

スパム隔離ログ

スパム隔離ログには、GUIを介した設定、エンドユーザ認証、およ
びエンドユーザアクション（電子メールの解放など）を含む、スパ

ム隔離に関連付けられたアクションが記録されます。

スパム隔離 GUIログ

SMTP会話ログには、着信および発信SMTP会話のすべての部分が記
録されます。

SMTP会話ログ

セーフリスト/ブロックリストログには、セーフリスト/ブロックリス
トの設定およびデータベースに関するデータが記録されます。

セーフリスト/ブロックリ
ストログ

レポーティングログには、中央集中型レポーティングサービスのプ

ロセスに関連付けられたアクションが記録されます。

レポーティングログ

レポーティングクエリーログには、アプライアンスで実行されるレ

ポーティングクエリーに関連付けられたアクションが記録されます。

レポーティングクエリー

ログ

アップデータログには、McAfeeアンチウイルス定義のアップデート
など、システムサービスのアップデートに関するイベントが記録さ

れます。

アップデータログ

トラッキングログには、トラッキングサービスのプロセスに関連付

けられたアクションが記録されます。トラッキングログは、メール

ログのサブセットになっています。

トラッキングログ

認証ログには、成功したユーザログインと失敗したログイン試行が

記録されます。

認証ログ
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説明Log

コンフィギュレーション履歴ログは、どのような Eメールセキュリ
ティアプライアンスの変更がいつ行われたかの情報を記録します。

ユーザが変更をコミットするたびに、新しいコンフィギュレーション

履歴ログが作成されます。

コンフィギュレーション

履歴ログ

アップグレードのダウンロードとインストールに関するステータス情

報。

アップグレードログ

APIログは、Cisco電子メールセキュリティアプライアンスのAsyncOS
APIに関連するさまざまなイベントを記録します。次に例を示しま
す。

• APIが起動したか、または停止したか

• APIへの接続に失敗したか、または閉じたか（応答提供後）

•認証が成功したか、または失敗したか

•要求に含まれるエラー

• AsyncOS APIとのネットワーク設定変更通信中のエラー

APIログ

ログタイプの特徴

次の表に、各ログタイプの特徴をまとめます。

表 108：ログタイプの比較

記載内容

設

定

情

報

配

信
SMTP
カ

ン

バ

セー

ショ

ン

ヘッ

ダー

のロ

ギン

グ

イン

ジェ

ク

ショ

ン
SMTP
カン

バ

セー

ショ

ン

個別

のソ

フト

バウ

ンス

個別

の

ハー

ド

バウ

ンス

配信

情報

メッ

セー

ジ受

信情

報

定期

的な

ス

テー

タス

情報

バイ

ナリ

とし

て記

録

mbox
ファ

イ

ル

と

し

て

記

録

テキ

スト

とし

て記

録

ス

テー

トレ

ス

ト

ラ

ン

ザ

ク

ショ

ン

関

連

••••••••メール

ログ
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記載内容

••••••qmail形
式配信ロ

グ

••••••配信ログ

•••••バウンス

ログ

•••ステータ

スログ

••••••ドメイン

デバッグ

ログ

••••インジェ

クション

デバッグ

ログ

•••システム

ログ

•••CLI監査
ログ

•••FTPサー
バログ

•••HTTPロ
グ

•••NTPロ
グ

••LDAPロ
グ

•••アンチス

パムロ

グ
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記載内容

•Anti-Spam
Archive

•••グレイ

メール

エンジン

ログ

•グレイ

メール

アーカイ

ブ

•••アンチウ

イルス

ログ

•アンチウ

イルス

アーカイ

ブ

•••AMPエ
ンジン

ログ

•AMP
アーカイ

ブ

••••スキャン

ログ

•••スパム隔

離

•••スパム隔

離 GUI

•••セーフリ

スト/ブ
ロックリ

ストロ

グ
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記載内容

•••レポー

ティング

ログ

•••レポー

ティング

クエリ

ログ

•アップ

データ

ログ

••••••••トラッキ

ングロ

グ

••認証ログ

•••設定履歴

ログ

••APIログ

ログ取得方法

ログファイルは、次のいずれかのファイル転送プロトコルに基づいて取得できます。プロトコル

は、グラフィカルユーザインターフェイスでサブスクリプションを作成または編集するときに設

定するか、ログサブスクリプションのプロセス中に logconfigコマンドを使用して設定します。

特定のログで「ログプッシュ」の方法を使用している場合、そのログは CLIを使用してトラ
ブルシューティングまたは検索目的でローカルで使用することはできません。

（注）
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表 109：ログ転送プロトコル

この方法では、[ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]ページ
にあるログディレクトリへのリンクをクリックし、アクセスするログ

ファイルをクリックすることによって、いつでもログファイルにアク

セスできます。ブラウザによっては、ブラウザウィンドウでのファイ

ルの表示、またはそれをテキストファイルとして開いたり保存するこ

とができます。この方法は HTTP（S）プロトコルを使用し、デフォル
トの取得方法になっています。

この方法を使用すると、この方法を CLIで指定した場合で
も、レベル（マシン、グループ、またはクラスタ）には関係

なく、クラスタ内のどのコンピュータのログも取得できませ

ん。

（注）

手動でダウンロード

この方法では、リモートコンピュータ上の FTPサーバに定期的にログ
ファイルをプッシュします。サブスクリプションには、リモートコン

ピュータ上のユーザ名、パスフレーズ、および宛先ディレクトリが必要

です。ログファイルは、ユーザが設定したロールオーバースケジュー

ルに基づいて転送されます。

FTPプッシュ[FTPぷっ
しゅ]

この方法では、リモートコンピュータ上の SCPサーバに定期的にログ
ファイルをプッシュします。この方法には、SSH1または SSH2プロト
コルを使用するリモートコンピュータ上の SSH SCPサーバが必要で
す。サブスクリプションには、リモートコンピュータ上のユーザ名、

SSHキー、および宛先ディレクトリが必要です。ログファイルは、ユー
ザが設定したロールオーバースケジュールに基づいて転送されます。

SCP Push

この方法では、リモート syslogサーバにログメッセージを送信します。
この方法は、RFC 3164に準拠しています。syslogサーバのホスト名を
送信し、ログの転送にUDPまたはTCPを使用するように選択する必要
があります。使用するポートは514です。ログのファシリティは選択で
きますが、ログタイプのデフォルトはドロップダウンメニューであら

かじめ選択されています。syslogプッシュを使用して転送できるのは、
テキストベースのログだけです。

Syslog Push

ログファイル名とディレクトリ構造

AsyncOSは、ログサブスクリプション名に基づいて各ログサブスクリプションのディレクトリを
作成します。ディレクトリ内の実際のログファイル名は、ユーザが指定したログファイル名、ロ

グファイルが開始されたときのタイムスタンプ、および単一文字のステータスコードで構成され

ます。ログのファイル名は、次の形式で作成されます。

/LogSubscriptionName/LogFilename.@timestamp.statuscode
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ステータスコードは、.currentまたは .s（保存済みを示す）になります。保存済みステータスのロ
グファイルだけを転送または削除するようにしてください。

ログのロールオーバーおよび転送スケジュール

ログファイルはログサブスクリプションによって作成され、到達したユーザ指定の最初の条件

（最大ファイルサイズまたはスケジュール設定されたロールオーバー）に基づいて、ロールオー

バー（および、プッシュベースの取得オプションが選択されている場合は転送）されます。最大

ファイルサイズとスケジュール設定されたロールオーバーの時間間隔の両方を設定するには、CLI
で、または GUIの [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]ページで logconfigコマンドを
使用します。また、GUIの [今すぐロールオーバー（Rollover Now）]ボタン、または CLIの
rollovernowコマンドを使用して、選択したログサブスクリプションをロールオーバーすることも
できます。ロールオーバーのスケジュール設定の詳細については、ログサブスクリプションの

ロールオーバー, （1159ページ）を参照してください。

手動のダウンロードを使用して取得されたログは、指定した最大数（デフォルトは10ファイル）
に達するか、またはシステムでログファイル用にさらにスペースが必要になるまで保存されま

す。

デフォルトで有効になるログ

Eメールセキュリティアプライアンスは、多数のログサブスクリプションがデフォルトでイネー
ブルになった状態で事前に設定されています（適用したライセンスキーによって、その他のログ

が設定される場合があります）。デフォルトでは、取得方法は「手動でのダウンロード」です。

エラーだけが含まれるように 1に設定された error_logsを除き、事前に設定されるすべてのログ
サブスクリプションのログレベルは3になります。詳細については、ログレベル,（1155ページ）
を参照してください。新規のログサブスクリプションの作成、または既存のログサブスクリプ

ションの変更については、ログサブスクリプション（Log Subscriptions）, （1154ページ）を参照
してください。

ログタイプ

ログファイル内のタイムスタンプ

次のログファイルには、ログ自体の開始日と終了日、AsyncOSのバージョン、および GMTオフ
セット（秒単位でログの始まりにのみ表示）が含まれます。

•アンチウイルスログ

• LDAPログ

•システムログ

•メールログ
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テキストメールログの使用

これらのログには、電子メールの受信、電子メールの配信、およびバウンスの詳細が記録されま

す。ステータス情報も、1分ごとにメールログに書き込まれます。これらのログは、特定のメッ
セージの配信を理解し、システムパフォーマンスを分析するうえで有益な情報源となります。

これらのログに、特別な設定は必要ありません。ただし、添付ファイル名を表示するには、適切

なシステムの設定が必要です。添付ファイル名は、常に記録されるわけではありません。詳細に

ついては、メッセージトラッキングの有効化, （878ページ）およびメッセージトラッキングの
概要, （877ページ）を参照してください。

次の表に、テキストメールログに表示される情報を示します。

表 110：テキストメールログの統計情報

説明統計

インジェクション接続 ID。システムに対する個々の SMTP接続を表す数値 ID
であり、この接続で 1個から数千個のメッセージが送信されます。

ICID

配信接続 ID。別のサーバに対する個々のSMTP接続を表す数値 IDであり、こ
の接続で 1個から数千個のメッセージが配信されます。1つのメッセージ送信
で一部または全部の RIDが一緒に配信されます。

DCID

RPC接続 ID。スパム隔離に対する個々の RPC接続を表す数値 IDです。この
IDを使用して、スパム隔離との間で送受信されるメッセージを追跡します。

RCID

メッセージ ID。この IDを使用して、メッセージのフローをログで追跡しま
す。

MID

Recipient ID（受信者 ID）：各メッセージ受信者に IDが割り当てられます。RID

新規の接続が開始されました。新規作成

（New）

新規のメッセージが開始されました。Start

テキストメールログの解釈

ログファイルを解釈するためのガイドとして、次のサンプルを使用してください。

ログファイルの各行には、番号が割り当てられません。ここでは、単にサンプル用として番

号が割り当てられています。

（注）
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表 111：テキストメールログの詳細

Mon Apr 17 19:56:22 2003 Info:
New SMTP ICID 5 interface Management (10.1.1.1)
address 10.1.1.209 reverse dns host remotehost.com verified yes

1

Mon Apr 17 19:57:20 2003 Info:
Start MID 6 ICID 5

2

Mon Apr 17 19:57:20 2003 Info:
MID 6 ICID 5 From: <sender@remotehost.com>

3

Mon Apr 17 19:58:06 2003 Info:
MID 6 ICID 5 RID 0 To: <mary@yourdomain.com>

4

Mon Apr 17 19:59:52 2003 Info:
MID 6 ready 100 bytes from <sender@remotehost.com>

5

Mon Apr 17 19:59:59 2003 Info: ICID 5 close
[6]

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info:
New SMTP DCID 8 interface 192.168.42.42 address 10.5.3.25

7

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info:
Delivery start DCID 8 MID 6 to RID [0]

8

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info:
Message done DCID 8 MID 6 to RID [0]

9

Mon Mar 31 20:11:03 2003 Info: DCID 8 close
10

次の表を、前述のログファイルを読み取るためのガイドとして、使用してください。

表 112：テキストメールログの例の詳細

説明行番号

システムに対して新しい接続が開始され、インジェクション ID（ICID）「5」が割
り当てられました。接続は管理 IPインターフェイスで受信され、10.1.1.209のリモー
トホストで開始されました。

1

クライアントからMAIL FROMコマンドが実行された後、メッセージにメッセージ
ID（MID）「6」が割り当てられました。

2

送信者アドレスが識別され、受け入れられます。3

受信者が識別され、受信者 ID（RID）「0」が割り当てられました。4

MID 5が受け入れられ、ディスクに書き込まれ、承認されます。5

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1117

ログ

テキストメールログの使用



説明行番号

受信に成功し、受信接続がクローズします。[6]

次に、メッセージ配信プロセスが開始されます。192.168.42.42から 10.5.3.25への配
信に、配信接続 ID（DCID）「8」が割り当てられました。

7

RID「0」へのメッセージ配信が開始されました。8

RID「0」へのMID 6の配信に成功しました。9

配信接続がクローズします。10

テキストメールログエントリの例

次に、さまざまな状況に基づいたいくつかのサンプルログエントリを示します。

メッセージのインジェクションおよび配信

1人の受信者に対するメッセージが Eメールセキュリティアプライアンスにインジェクトされま
す。メッセージは正常に配信されます。

Wed Jun 16 21:42:34 2004 Info: New SMTP ICID 282204970 interface mail.example.com
(1.2.3.4) address 2.3.4.5 reverse dns host unknown verified no

Wed Jun 16 21:42:34 2004 Info: ICID 282204970 SBRS None

Wed Jun 16 21:42:35 2004 Info: Start MID 200257070 ICID 282204970

Wed Jun 16 21:42:35 2004 Info: MID 200257070 ICID 282204970 From: <someone@foo.com>

Wed Jun 16 21:42:36 2004 Info: MID 200257070 ICID 282204970 RID 0 To: <user@example.com>

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 Message-ID
'<37gva9$5uvbhe@mail.example.com>'

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 Subject 'Hello'

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 ready 24663 bytes from <someone@foo.com>

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 antivirus negative

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 queued for delivery

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: New SMTP DCID 2386069 interface 1.2.3.4 address 1.2.3.4

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: Delivery start DCID 2386069 MID 200257070 to RID [0]

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: ICID 282204970 close

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: Message done DCID 2386069 MID 200257070 to RID [0]
[('X-SBRS', 'None')]

Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 RID [0] Response 2.6.0
<37gva9$5uvbhe@mail.example.com> Queued mail for delivery

Wed Jun 16 21:42:43 2004 Info: DCID 2386069 close
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正常なメッセージ配信

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 5 interface 172.19.0.11 address
63.251.108.110

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Delivery start DCID 5 MID 4 to RID [0]

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Message done DCID 5 MID 4 to RID [0]

Mon Mar 31 20:11:03 2003 Info: DCID 5 close

失敗したメッセージ配信（ハードバウンス）

2人の受信者が指定されたメッセージが Eメールセキュリティアプライアンスにインジェクトさ
れます。配信時に、宛先ホストが5XXエラーを返します。このエラーは、メッセージをいずれの
受信者にも配信できないことを示します。アプライアンスは、送信者に通知して、キューからそ

れらの受信者を削除します。

Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: New SMTP DCID 3 interface 172.19.0.11 address
64.81.204.225

Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delivery start DCID 3 MID 4 to RID [0, 1]
Mon Mar 31 20:00:27 2003 Info: Bounced: DCID 3 MID 4 to RID 0 - 5.1.0 - Unknown address
error ('550', ['<george@yourdomain.com>... Relaying denied']) []
Mon Mar 31 20:00:27 2003 Info: Bounced: DCID 3 MID 4 to RID 1 - 5.1.0 - Unknown address
error ('550', ['<jane@yourdomain.com>... Relaying denied']) []
Mon Mar 31 20:00:32 2003 Info: DCID 3 close

ソフトバウンスの後の正常な配信

メッセージが Eメールセキュリティアプライアンスにインジェクトされます。最初の配信試行
で、メッセージはソフトバウンスして、その後の配信キューに入れられます。2回めの試行でメッ
セージは正常に配信されます。

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 5 interface 172.19.0.11 address
63.251.108.110

Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delivery start DCID 3 MID 4 to RID [0, 1]

Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delayed: DCID 5 MID 4 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
error ('466', ['Mailbox temporarily full.'])[]

Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Message 4 to RID [0] pending till Mon Mar 31 20:01:23
2003

Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: DCID 5 close

Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: New SMTP DCID 16 interface PublicNet address 172.17.0.113

Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: Delivery start DCID 16 MID 4 to RID [0]

Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: Message done DCID 16 MID 4 to RID [0]

Mon Mar 31 20:01:33 2003 Info: DCID 16 close
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scanconfig コマンドのメッセージスキャン結果

scanconfigコマンドを使用して、メッセージの構成要素を分解できない場合（添付ファイルを削除
する場合）のシステムの動作を決定できます。オプションは、Deliver、Bounce、または Dropで
す。

次に、scanconfigを Deliverに設定したテキストメールログの例を示します。
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ICID 44784 From: <test@virus.org>

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ICID 44784 RID 0 To: <joe@example.com>

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 Message-ID '<137398.@virus.org>'

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 Subject 'Virus Scanner Test #22'

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ready 1627 bytes from <test@virus.org>

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning Problem: Continuation line
seen before first header

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: ICID 44784 close

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 antivirus positive 'EICAR-AV-Test'

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: Message aborted MID 256 Dropped by antivirus

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: Message finished MID 256 done

次に、scanconfigを dropに設定したテキストメールログの例を示します。
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Start MID 257 ICID 44785

Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ICID 44785 From: test@virus.org

Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ICID 44785 RID 0 To: <joe@example.com>
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 Message-ID '<392912.@virus.org>'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 25781 Subject 'Virus Scanner Test #22'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ready 1627 bytes from <test@virus.org>
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Warning: MID 257, Message Scanning Problem: Continuation line
seen before first header
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Message aborted MID 25781 Dropped by filter 'drop_zip_c'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Message finished MID 257 done
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: ICID 44785 close

添付ファイルを含むメッセージ

この例では、添付ファイル名の識別をイネーブルにするように、条件「Message Body Contains」
を含むコンテンツフィルタが設定されています。

Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: New SMTP ICID 28 interface Management (192.0.2.10)
address 224.0.0.10 reverse dns host test.com verified yes

Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: ICID 28 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbrs[-1.0:10.0]
SBRS 0.0

Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: Start MID 44 ICID 28
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ICID 28 From: <sender1@example.com>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ICID 28 RID 0 To: <recipient1@example.org>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 Message-ID '<000001cba32e$f24ff2e0$d6efd8a0$@com>'
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 Subject 'Message 001'
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ready 240129 bytes from <sender1@example.com>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 matched all recipients for per-recipient
policy DEFAULT in the inbound table
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: ICID 28 close
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Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 interim verdict using engine: CASE
spam negative
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 using engine: CASE spam negative
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment 'Banner.gif'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment '=D1=82=D0=B5=D1=81=D1=82.rst'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment 'Test=20Attachment.docx'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 queued for delivery

3つの添付ファイルの 2番目が Unicodeであることに注意してください。Unicodeを表示できない
端末では、このような添付ファイルは quoted-printable形式で表示されます。

送信者の発信国に基づいて受信したメッセージ

この例では、ログには、受信されたメッセージが特定の送信者グループの国に基づいて表示され

ています。

Thu Apr 6 06:50:18 2017 Info: ICID 73 ACCEPT SG WHITELIST match country[us] SBRS -10.0
country United States

生成またはリライトされたメッセージに対するログエントリ

リライト/リダイレクトアクションなどの一部の機能（alt-rcpt-toフィルタ、アンチスパム RCPT
リライト、bcc()アクション、アンチウイルスリダイレクションなど）によって、新しいメッセー
ジが作成されます。ログに目を通して結果を確認し、必要に応じてMIDや、場合によってはDCID
を追加します。次のようなエントリが可能です。

Tue Jun 1 20:02:16 2004 Info: MID 14 generated based on MID 13 by bcc filter 'nonetest'

または

Tue Jan 6 15:03:18 2004 Info: MID 2 rewritten to 3 by antispam

Fri May 14 20:44:43 2004 Info: MID 6 rewritten to 7 by alt-rcpt-to-filter filter
'testfilt'

「rewritten」エントリについては、ログ内で新しいMIDの使用を示す行の後に表示される点に注
目してください。

スパム隔離エリアに送信されたメッセージ

メッセージを隔離領域に送信すると、メールログでは、RPC接続を識別するRPC接続 ID（RCID）
を使用して、隔離領域との間の移動が追跡されます。次のメールログでは、スパムとしてタグが

付けられたメッセージがスパム隔離に送信されています。

Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: Start MID 2317877 ICID 15726925

Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ICID 15726925 From: <HLD@chasehf.bfi0.com>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ICID 15726925 RID 0 To:
<stevel@healthtrust.org>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 Message-ID
'<W1TH05606E5811BEA0734309D4BAF0.323.14460.pimailer44.DumpShot.2@email.chase.com>'
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 Subject 'Envision your dream home - Now make
it a reality'

Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ready 15731 bytes from <HLD@chasehf.bfi0.com>

Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 matched all recipients for per-recipient
policy DEFAULT in the inbound table
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Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 using engine: CASE spam suspect

Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: EUQ: Tagging MID 2317877 for quarantine
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 antivirus negative
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 queued for delivery
Wed Feb 14 12:11:44 2007 Info: RPC Delivery start RCID 756814 MID 2317877 to local
IronPort Spam Quarantine

Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: EUQ: Quarantined MID 2317877

Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: RPC Message done RCID 756814 MID 2317877

Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: Message finished MID 2317877 done

配信ログの使用

配信ログには、AsyncOSの電子メール配信動作に関する重要な情報が記録されます。ログメッ
セージは「ステートレス」です。つまり、関連するすべての情報が各ログメッセージに記録され

るので、ユーザは、現在の配信試行に関する情報について前のログメッセージを参照する必要が

ありません。

配信ログには、受信者ごとの電子メール配信動作に関連するすべての情報が記録されます。すべ

ての情報は、論理的にレイアウトされ、シスコが提供するユーティリティを使用して変換した後

は、人による読み取りが可能になります。変換ツールは、次の場所にあります。
https://supportforums.cisco.com/document/33721/cisco-ironport-systems-contributed-tools

配信ログは、リソースの効率性を保つためにバイナリ形式で記録されて転送されます。次の表に、

配信ログに記録される情報を示します。

表 113：配信ログの統計情報

説明統計

success（メッセージは正常に配信されました）またはbounce（メッセージ
はハードバウンスされました）

Delivery status

配信時間Del_time

インジェクション時間。del_time - inj_time= time受信者メッセージがキュー
に留まっていた時間

Inj_time

メッセージサイズBytes

メッセージ IDMid

受信者ホストIP。受信者メッセージを受信またはバウンスしたホストのIP
アドレス

Ip

Envelope From（Envelope SenderまたはMAIL FROMとしても知られます）送信元（From）

送信元ホスト IP。着信メッセージのホストの IPアドレスSource_ip
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説明統計

受信者ホストからの SMTP応答コードコード（Code）

受信者ホストからの SMTP応答メッセージ返信（Reply）

受信者 ID。受信者 IDは <0>から始まります。複数の受信者が指定された
メッセージには、複数の受信者 IDが付きます。

Rcpt Rid

エンベロープ受信者To

配信試行回数Attempts

配信ステータスが bounceであった場合は、次の追加情報が配信ログに表示されます。

表 114：配信ログのバウンス情報

説明統計

配信時の SMTP応答に対する RFC 1893 Enhanced Mail Status Codeの解釈理由（Reason）

受信者ホストからの SMTP応答コードコード（Code）

受信者ホストからの SMTP応答メッセージエラー（Error）

ログヘッダーを設定している場合（メッセージヘッダーのロギング, （1157ページ）を参照）、
ヘッダー情報は配信情報の後に表示されます。

表 115：配信ログのヘッダー情報

説明統計

ログに記録されるヘッダーの始まりを示す XMLタグCustomer_data

ヘッダーの名前Header Name

ログに記録されるヘッダーの内容値

配信ログエントリの例

ここでは、さまざまな配信ログエントリの例を示します。
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正常なメッセージ配信

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 5 interface 172.19.0.11 address
63.251.108.110

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Delivery start DCID 5 MID 4 to RID [0]

Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Message done DCID 5 MID 4 to RID [0]

Mon Mar 31 20:11:03 2003 Info: DCID 5 close

配信ステータスバウンス

<bounce del_time="Sun Jan 05 08:28:33.073 2003" inj_time="Mon Jan 05 08:28:32.929 2003"

bytes="4074" mid="94157762" ip="0.0.0.0" from="campaign1@yourdomain.com"

source_ip="192.168.102.1 "reason="5.1.0 - Unknown address error" code="550"

error="["Requested action not taken: mailbox unavailable"]">

<rcpt rid="0" to="user@sampledomain.com" attempts="1" />

</bounce>

ログヘッダー付きの配信ログエントリ

<success del_time="Tue Jan 28 15:56:13.123 2003" inj_time="Tue Jan 28 15:55:17.696 2003"
bytes="139" mid="202" ip="10.1.1.13" from="campaign1@yourdomain.com"
source_ip="192.168.102.1" code="250" reply="sent">

<rcpt rid="0" to="user@sampledomain.com" attempts="1" />

<customer_data>

<header name="xname" value="sh"/>

</customer_data>

</success>

バウンスログの使用

バウンスログには、バウンスされた各受信者に関するすべての情報が記録されます。次の表に、

バウンスログに記録される情報を示します。

表 116：バウンスログの統計情報

説明統計

バウンスイベントの時刻Timestamp

このバウンスログの詳細レベルログレベル（Log
level）
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説明統計

Bouncedまたは Delayed（ハードバウンスまたはソフトバウンスなど）Bounce type

メッセージ IDおよび受信者 IDMID/RID

エンベロープ送信者送信元（From）

エンベロープ受信者To

配信時の SMTP応答に対する RFC 1893 Enhanced Mail Status Codeの解釈理由（Reason）

受信者ホストからの SMTP応答コードおよびメッセージ応答

また、ログに記録するメッセージサイズを指定しているか、ログヘッダーを設定している（メッ

セージヘッダーのロギング,（1157ページ）を参照）場合、メッセージおよびヘッダー情報はバウ
ンス情報の後に表示されます。

表 117：バウンスログのヘッダー情報

ヘッダー名およびヘッダーのコンテンツ。ヘッダー

ログに記録されるメッセージのコンテンツ。メッセージ

バウンスログエントリの例

ソフトバウンスされた受信者（バウンスタイプ = Delayed）
Thu Dec 26 18:37:00 2003 Info: Delayed: 44451135:0
From:<campaign1@yourdomain.com> To:<user@sampledomain.com>

Reason: "4.1.0 - Unknown address error" Response: "('451',
['<user@sampledomain.com> Automated block triggered by suspicious
activity from your IP address (10.1.1.1). Have your system administrator
send e-mail to postmaster@sampledomain.com if you believe this block is
in error'])"

ハードバウンスされた受信者（バウンスタイプ = Bounced）
Thu Dec 26 18:36:59 2003 Info: Bounced: 45346670:0 From:<campaign1@yourdomain.com>
To:<user2@sampledomain.com>

Reason: "5.1.0 - Unknown address error" Response: "('550', ['There is no such active
account.'])"
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メッセージ本文およびログヘッダー付きのバウンスログ

Wed Jan 29 00:06:30 2003 Info: Bounced: 203:0 From:<campaign1@yourdomain.com>
To:<user@sampledomain.com>

Reason:"5.1.2 - Bad destination host" Response: "('000', [])" Headers: ['xname:
userID2333']' Message: Message-Id:

<1u5jak$6b@yourdomain.com>\015\012xname: userID2333\015\012subject:
Greetings.\015\012\015\012Hi Tom:'

テキスト文字列 \015\012は、改行を表します（CRLFなど）。（注）

ステータスログの使用

ステータスログには、status、status detail、および dnsstatusなどの CLIステータスコマンドで検
出されたシステム統計情報が記録されます。記録期間は、logconfigの setupサブコマンドを使用し
て設定します。ステータスログでレポートされるカウンタまたはレートは、前回カウンタがリ

セットされた時点からの値です。

ステータスログの読み取り

次の表に、ステータスログラベルと、一致するシステム統計情報を示します。

表 118：ステータスログの統計情報

説明統計

CPU使用率CPULd

Disk I/O UtilizationDskIO

RAM使用率RAMUtil

使用されているキュー（キロバイト単位）QKUsd

空いているキュー（キロバイト単位）QKFre

Message ID（MID）CrtMID

インジェクション接続 ID（ICID）CrtICID

配信接続 ID（DCID）CRTDCID

インジェクトされたメッセージの合計サイズ（バイト単位）InjBytes
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説明統計

インジェクトされたメッセージInjMsg

インジェクトされた受信者InjRcp

Generated Bounce RecipientsGenBncRcp

Rejected RecipientsRejRcp

Dropped MessagesDrpMsg

Soft Bounced EventsSftBncEvnt

Completed RecipientsCmpRcp

Hard Bounced RecipientsHrdBncRcp

DNS Hard BouncesDnsHrdBnc

5XX Hard Bounces5XXHrdBnc

Filter Hard BouncesFltrHrdBnc

Expired Hard BouncesExpHrdBnc

Other Hard BouncesOtrHrdBnc

Delivered RecipientsDlvRcp

Deleted RecipientsDelRcp

Global Unsubscribe HitsGlbUnsbHt

Active RecipientsActvRcp

Unattempted RecipientsUnatmptRcp

Attempted RecipientsAtmptRcp

Current Inbound ConnectionsCrtCncIn

Current Outbound ConnectionsCrtCncOut

DNS RequestsDnsReq

Network RequestsNetReq

Cache HitsCchHit

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1127

ログ

ステータスログの使用



説明統計

Cache MissesCchMis

Cache ExceptionsCchEct

Cache ExpiredCchExp

アプリケーションが使用した合計 CPU時間CPUTTm

アプリケーションが開始されてからの経過時間CPUETm

メールプロセスに対する 1秒あたりの最大ディスク I/O動作MaxIO

割り当て済みのメモリ（バイト単位）RamUsd

スワップインされたメモリ。SwIn

スワップアウトされたメモリ。SwOut

ページインされたメモリ。SwPgIn

ページアウトされたメモリ。SwPgOut

システム内の合計メッセージ数MMLen

メモリ内の宛先オブジェクト数DstInMem

リソース保持の tarpit値（大量のシステム負荷により、着信メールの受け
入れがこの秒数だけ遅延します）

ResCon

ワークキューにある現在のメッセージ数WorkQ

ポリシー、ウイルス、およびOutbreak隔離にある個々のメッセージ数（複
数の隔離エリアに存在するメッセージは一度だけカウントされます）

QuarMsgs

ポリシー、ウイルス、および Outbreak隔離メッセージによって使用され
るキロバイト

QuarQKUsd

使用されるログパーティションの割合LogUsd

アンチウイルススキャンで使用される CPUの割合BMLd

Cloudmarkアンチスパムスキャンで使用される CPUの割合CmrkLd

Sophosアンチスパムスキャンで使用される CPUの割合SophLd
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説明統計

McAfeeアンチウイルススキャンで使用される CPUの割合McafLd

CASEスキャンで使用される CPUの割合CASELd

CPUの合計消費量TotalLd

ログファイルに使用できるディスクスペースLogAvail

スパム隔離内の推定メッセージ数EuQ

スパム隔離解放キュー内の推定メッセージ数EuqRls

レポートの処理中の CPU負荷RptLD

隔離処理中の CPU負荷QtnLd

暗号化のキュー内のメッセージEncrQ

ステータスログの例

Fri Feb 24 15:14:39 2006 Info: Status: CPULd 0 DskIO 0 RAMUtil 2 QKUsd 0 QKFre 8388608
CrtMID 19036 CrtICID 35284 CrtDCID 4861
InjMsg 13889 InjRcp 14230 GenBncRcp 12 RejRcp 6318 DrpMsg 7437 SftBncEvnt 1816 CmpRcp 6813
HrdBncRcp 18 DnsHrdBnc 2 5XXHrdBnc
15 FltrHrdBnc 0 ExpHrdBnc 1 OtrHrdBnc 0 DlvRcp 6793 DelRcp 2 GlbUnsbHt 0 ActvRcp 0 UnatmptRcp
0 AtmptRcp 0 CrtCncIn 0 CrtCncOut
0 DnsReq 143736 NetReq 224227 CchHit 469058 CchMis 504791 CchEct 15395 CchExp 55085 CPUTTm
228 CPUETm 181380 MaxIO 350 RAMUsd
21528056 MMLen 0 DstInMem 4 ResCon 0 WorkQ 0 QuarMsgs 0 QuarQKUsd 0 LogUsd 3 AVLd 0 BMLd 0
CASELd 3 TotalLd 3 LogAvail 17G EuQ 0
EuqRls 0

ドメインデバッグログの使用

ドメインデバッグログには、Eメールセキュリティアプライアンスと指定の受信者ホスト間の
SMTP会話でのクライアントとサーバの通信が記録されます。このログタイプは主に、特定の受
信者ホストに関する問題のデバッグに使用されます。

表 119：ドメインデバッグログの統計情報

説明統計

バウンスイベントの時刻Timestamp

このバウンスログの詳細レベルログレベル（Log
level）
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説明統計

エンベロープ送信者送信元（From）

エンベロープ受信者To

配信時の SMTP応答に対する RFC 1893 Enhanced Mail Status Codeの解釈理由（Reason）

受信者ホストからの SMTP応答コードおよびメッセージ応答

ドメインデバッグログの例
Sat Dec 21 02:37:22 2003 Info: 102503993 Sent: 'MAIL FROM:<daily@dailyf-y-i.net>'

Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Rcvd: '250 OK'

Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Sent: 'RCPT TO:<LLLSMILE@aol.com>'

Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Rcvd: '250 OK'

Sat Dec 21 02:37:23 2003 Info: 102503993 Sent: 'DATA'

Sat Dec 21 02:37:24 2003 Info: 102503993 Rcvd: '354 START MAIL INPUT, END WITH "." ON A
LINE BY ITSELF'

Sat Dec 21 02:37:24 2003 Info: 102503993 Rcvd: '250 OK'

インジェクションデバッグログの使用

インジェクションデバッグログには、Eメールセキュリティアプライアンスと、システムに接
続している指定のホスト間のSMTP会話が記録されます。インジェクションデバッグログは、イ
ンターネットから接続を開始するクライアントとEメールセキュリティアプライアンス間の通信
に関する問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。このログでは、2つのシステム間
で伝送されたすべてのバイトが記録され、接続ホストに「送信」または接続ホストから「受信」

に分類されます。

記録するホストの会話を指定するには、IPアドレス、IP範囲、ホスト名、または部分ホスト名を
指定する必要があります。IP範囲内で接続している IPアドレスがすべて記録されます。部分ドメ
イン内のホストがすべて記録されます。システムは、接続している IPアドレスに対してリバース
DNSルックアップを実行して、ホスト名に変換します。DNSに対応する PTRレコードがない IP
アドレスは、ホスト名に一致しません。

記録するセッション数も指定する必要があります。

インジェクションデバッグログ内の各行には、次の表に示す情報が含まれます。
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表 120：インジェクションデバッグログの統計情報

説明統計

バイトが送信された時刻Timestamp

インジェクション接続 IDは、別のログサブスクリプションで同じ接続
に関連付けることができる固有識別子です。

ICID

「Sent to」と記された行は、接続ホストに送信された実際のバイトです。
「Rcvd from」と記された行は、接続ホストから受信した実際のバイトで
す。

Sent/Received

接続ホストの IPアドレス。[IPアドレス（IP
Address）]

インジェクションデバッグログの例
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Sent to '172.16.0.22': '220 postman.example.com
ESMTP\015\012'

Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Rcvd from '172.16.0.22': 'HELO
mail.remotehost.com\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Sent to '172.16.0.22': '250
postman.example.com\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Rcvd from '172.16.0.22': 'MAIL
FROM:<sender@remotehost.com>\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Sent to '172.16.0.22': '250 sender
<sender@remotehost.com> ok\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Rcvd from '172.16.0.22': 'RCPT
TO:<recipient@example.com>\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Sent to '172.16.0.22': '250 recipient
<recipient@example.com> ok\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 Info: 6216 Rcvd from '172.16.0.22': 'DATA\015\012'

Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Sent to '172.16.0.22': '354 go ahead\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Rcvd from '172.16.0.22': 'To:
recipient@example.com\015\012Date: Apr 02 2003 10:09:44\015\012Subject: Test
Subject\015\012From: Sender <sender@remotehost.com>\015\012'

Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Rcvd from '172.16.0.22': 'This is the content of the
message'
Wed Apr 2 14:30:04 Info: 6216 Sent to '172.16.0.22': '250 ok\015\012'

Wed Apr 2 14:30:04 Info: 6216 Rcvd from '172.16.0.22': 'QUIT\015\012'
Wed Apr 2 14:30:04 2003 Info: 6216 Sent to '172.16.0.22': '221
postman.example.com\015\012'
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システムログの使用

表 121：システムログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

ログに記録されたイベント。Message

システムログの例

次のシステムログの例は、commitを実行したユーザの名前と入力されたコメントを含む、いくつ
かの commitエントリを示しています。
Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: Version: 4.0.0-206 SN: XXXXXXXXXXXX-XXX

Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: Time offset from UTC: 0 seconds

Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: System is coming up

Wed Sep 8 18:02:49 2004 Info: bootstrapping DNS cache

Wed Sep 8 18:02:49 2004 Info: DNS cache bootstrapped

Wed Sep 8 18:13:30 2004 Info: PID 608: User admin commit changes: SSW:Password

Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: PID 608: User admin commit changes: Completed Web::SSW

Thu Sep 9 08:49:27 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds

Thu Sep 9 08:49:27 2004 Info: PID 1237: User admin commit changes: Added a second CLI
log for examples

Thu Sep 9 08:51:53 2004 Info: PID 1237: User admin commit changes: Removed example CLI
log.

CLI 監査ログの使用

表 122：CLI 監査ログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

コマンドが入力された特定の CLIセッションのプロセス ID。PID

メッセージは、入力された CLIコマンド、CLI出力（メニュー、リストな
ど）、および表示されるプロンプトで構成されます。

Message
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CLI 監査ログの例
次の CLI監査ログの例は、whoおよび textconfig CLIコマンドが入力された PID 16434の情報を示
しています。

Thu Sep 9 14:35:55 2004 Info: PID 16434: User admin entered 'who'; prompt was
'\nmail3.example.com> '

Thu Sep 9 14:37:12 2004 Info: PID 16434: User admin entered 'textconfig'; prompt was
'\nUsername Login Time Idle Time Remote Host What\n======== ========== =========
=========== ====\nadmin Wed 11AM 3m 45s 10.1.3.14 tail\nadmin 02:32PM
0s 10.1.3.14 cli\nmail3.example.com> '

Thu Sep 9 14:37:18 2004 Info: PID 16434: User admin entered ''; prompt was '\nThere are
no text resources currently defined.\n\n\nChoose the operation you want to perform:\n-
NEW - Create a new text resource.\n- IMPORT - Import a text resource from a file.\n[]> '

FTP サーバログの使用

表 123：FTP サーバログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

接続 ID。FTP接続ごとの別個の IDID

ログエントリのメッセージセクションは、ログファイルステータス情報、

または FTP接続情報（ログイン、アップロード、ダウンロード、ログアウ
トなど）になります。

Message

FTP サーバログの例
次の FTPサーバログの例には、接続（ID:1）が記録されています。着信接続の IPアドレスのほ
か、アクティビティ（ファイルのアップロードとダウンロード）およびログアウトが示されてい

ます。

Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: Begin Logfile

Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: Version: 4.0.0-206 SN: 00065BF3BA6D-9WFWC21

Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: Time offset from UTC: 0 seconds

Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: System is coming up

Fri Sep 10 08:07:32 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds

Fri Sep 10 08:07:32 2004 Info: ID:1 Connection from 10.1.3.14 on 172.19.0.86

Fri Sep 10 08:07:38 2004 Info: ID:1 User admin login SUCCESS

Fri Sep 10 08:08:46 2004 Info: ID:1 Upload wording.txt 20 bytes
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Fri Sep 10 08:08:57 2004 Info: ID:1 Download words.txt 1191 bytes

Fri Sep 10 08:09:06 2004 Info: ID:1 User admin logout

HTTP ログの使用

表 124：HTTP ログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

セッション IDID

接続マシンの IPアドレス申請

接続ユーザのユーザ名user

実行されたアクションに関する情報。GETコマンド、POSTコマンド、
またはシステムステータスなどが含まれる場合があります。

Message

HTTP ログの例
次の HTTPログの例は、管理者ユーザと GUIの対話（システム設定ウィザードの実行など）を示
しています。

Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: http service on 192.168.0.1:80 redirecting to https port 443

Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: http service listening on 192.168.0.1:80

Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: https service listening on 192.168.0.1:443

Wed Sep 8 11:17:24 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds

Wed Sep 8 11:17:24 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg POST
/system_administration/system_setup_wizard HTTP/1.1 303

Wed Sep 8 11:17:25 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/system_administration/ssw_done HTTP/1.1 200

Wed Sep 8 11:18:45 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/incoming_mail_overview HTTP/1.1 200

Wed Sep 8 11:18:45 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/mail_flow_graph?injector=&width=365&interval=0&type=recipientsin&height=190
HTTP/1.1 200

Wed Sep 8 11:18:46 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/classification_graph?injector=&width=325&interval=0&type=recipientsin&height=19
0 HTTP/1.1 200

Wed Sep 8 11:18:49 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET
/monitor/quarantines HTTP/1.1 200
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NTP ログの使用

表 125：NTP ログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

メッセージは、サーバへの簡易ネットワークタイムプロトコル（SNTP）
クエリーまたは adjust:メッセージで構成されます。

Message

NTP ログの例
次の NTPログの例は、アプライアンスから NTPホストへの 2度のポーリングを示しています。
Thu Sep 9 07:36:39 2004 Info: sntp query host 10.1.1.23 delay 653 offset -652

Thu Sep 9 07:36:39 2004 Info: adjust: time_const: 8 offset: -652us next_poll: 4096

Thu Sep 9 08:44:59 2004 Info: sntp query host 10.1.1.23 delay 642 offset -1152

Thu Sep 9 08:44:59 2004 Info: adjust: time_const: 8 offset: -1152us next_poll: 4096

スキャンログの使用

スキャンログには、アプライアンスのスキャンエンジンのすべての LOGおよび COMMONメッ
セージが含まれています。使用可能な COMMONおよび LOGアラートメッセージのリストにつ
いては、「システム管理」の章の「アラート」を参照してください。

表 126：スキャンログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

メッセージは、いずれかのスキャンエンジンのアプリケーションの障

害、送信されたアラート、失敗したアラート、またはログエラーメッ

セージで構成されています。

Message

スキャンログの例

次のログの例は、Sophosアンチウイルスに関する警告アラートを送信しているアプライアンスの
履歴を示しています。

Wed Feb 23 22:05:48 2011 Info: Internal SMTP system attempting to send a message to
alerts@example.com with subject 'Warning <Anti-Virus> mail3.example.com: sophos
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antivirus - The Anti-Virus database on this system is...' (attempt #0).

Wed Feb 23 22:05:48 2011 Info: Internal SMTP system successfully sent a message to
alerts@example.com with subject 'Warning <Anti-Virus> mail3.example.com: sophos
antivirus - The Anti-Virus database on this system is...'.

Wed Feb 23 22:05:48 2011 Info: A Anti-Virus/Warning alert was sent to alerts@example.com
with subject "Warning <Anti-Virus> mail3.example.com: sophos antivirus - The Anti-Virus
database on this system is...".

アンチスパムログの使用

表 127：アンチスパムログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

メッセージは、アンチスパムアップデートの確認と結果（エンジンまたはア

ンチスパムルールのアップデートが必要であったかどうかなど）で構成され

ます。

Message

アンチスパムログの例

次のアンチスパムログの例は、アンチスパムエンジンによる、スパム定義のアップデートおよび

CASEアップデートの確認を示しています。
Fri Apr 13 18:59:47 2007 Info: case antispam - engine (19103) : case-daemon: server
successfully spawned child process, pid 19111

Fri Apr 13 18:59:47 2007 Info: case antispam - engine (19111) : startup: Region profile:
Using profile global

Fri Apr 13 18:59:59 2007 Info: case antispam - engine (19111) : fuzzy: Fuzzy plugin v7
successfully loaded, ready to roll

Fri Apr 13 19:00:01 2007 Info: case antispam - engine (19110) : uribllocal: running URI
blocklist local

Fri Apr 13 19:00:04 2007 Info: case antispam - engine (19111) : config: Finished loading
configuration

グレイメールログの使用

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

メッセージには、グレイメールエンジン、ステータス、設定などの情報が

含まれます。

Message
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グレーメールログの例

Tue Mar 24 08:56:45 2015 Info: graymail [BASE] Logging at DEBUG level

Tue Mar 24 08:56:45 2015 Info: graymail [HANDLER] Initializing request handler

Tue Mar 24 08:56:50 2015 Info: graymail [ENGINE] Loaded graymail scanner library

Tue Mar 24 08:56:50 2015 Info: graymail [ENGINE] Created graymail scanner instance

Tue Mar 24 08:56:50 2015 Info: graymail [HANDLER] Debug mode disabled on graymail process

Tue Mar 24 08:56:50 2015 Info: graymail [HANDLER] Starting thread WorkerThread_0

アンチウイルスログの使用

表 128：アンチウイルスログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

メッセージは、アンチウイルスアップデートの確認と結果（エンジンまた

はウイルス定義のアップデートが必要であったかどうかなど）で構成されま

す。

Message

アンチウイルスログの例

次のアンチウイルスログの例は、Sophosアンチウイルスエンジンによる、ウイルス定義（IDE）
とエンジン自体のアップデートの確認を示しています。

Thu Sep 9 14:18:04 2004 Info: Checking for Sophos Update

Thu Sep 9 14:18:04 2004 Info: Current SAV engine ver=3.84. No engine update needed

Thu Sep 9 14:18:04 2004 Info: Current IDE serial=2004090902. No update needed.

このログを一時的に DEBUGレベルに設定すると、アンチウイルスエンジンが所定のメッセージ
について特定の判定を返した理由を診断するのに役立ちます。DEBUGロギング情報は冗長です。
使用の際は注意してください。

AMP エンジンログの使用
AMPエンジンログには、次の詳細が含まれます。

•ファイルレピュテーションサーバに送信されたファイルレピュテーションクエリーと、
ファイルレピュテーションサーバから受信された応答。
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•ファイル分析（ファイル分析サーバにファイルがアップロードされている場合）。ファイル
分析の状態は、ファイル分析サーバから応答が受信されるまで定期的に記録されます。

AMP エンジンログエントリの例
次に特定のシナリオに基づく AMPエンジンログエントリの例を示します。

ファイルレピュテーションとファイル分析サーバの初期化

Wed Oct 5 15:17:31 2016 Info: File reputation service initialized successfully
Wed Oct 5 15:17:31 2016 Info: The following file type(s) can be sent for File Analysis:
Microsoft Windows / DOS Executable, Microsoft Office 97-2004 (OLE), Microsoft Office 2007+
(Open XML), Other potentially malicious file types, Adobe Portable Document Format (PDF).
To allow analysis of new file type(s), go to Security Services > File Reputation and
Analysis.
Wed Oct 5 15:17:31 2016 Info: File Analysis service initialized successfully

ファイルレピュテーションサーバが未構成

Tue Oct 4 23:15:24 2016 Warning: MID 12 reputation query failed for attachment 'Zombies.pdf'
with error "Cloud query failed"

ファイルレピュテーションクエリーの初期化

Fri Oct 7 09:44:04 2016 Info: File reputation query initiating. File Name = 'mod-6.exe',
MID = 5, File Size = 1673216 bytes,
File Type = application/x-dosexec

説明統計

SHA-256ハッシュ IDがファイルレピュテーションサーバに送信される
ファイルの名前。

ファイル名が使用できない場合、ファイル名が不明であると表現します。

ファイル名（File
Name）

電子メールパイプラインを通過するメッセージの追跡に使用されるメッ

セージ ID。
MID

SHA-256ハッシュ識別子がファイルレピュテーションサーバに送信され
るファイルのサイズ。

ファイルサイズ（File
size）

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1138

ログ

AMP エンジンログの使用



説明統計

SHA-256ハッシュ識別子がファイルレピュテーションサーバに送信され
るファイルのタイプ。

次のファイルタイプがサポートされています。

• Microsoft Windows / DOS Executable

• Microsoft Office 97-2004（OLE）

• Microsoft Office 2007+（Open XML）

•その他の悪意がある可能性のあるファイルタイプ

• Adobe Portable Document Format（PDF）

ファイルタイプ（File
Type）

ファイルレピュテーションサーバからファイルレピュテーションクエリーに対して受信した応答

Fri Oct 7 09:44:06 2016 Info: Response received for file reputation query from Cloud. File
Name = 'mod-6.exe', MID = 5, Disposition = MALICIOUS, Malware = W32.061DEF69B5-100.SBX.TG,
Reputation Score = 73, sha256 =
061def69b5c100e9979610fa5675bd19258b19a7ff538b5c2d230b467c312f19, upload_action = 2

説明統計

SHA-256ハッシュ IDがファイルレピュテーションサーバに送信される
ファイルの名前。

ファイル名が使用できない場合、ファイル名が不明であると表現します。

ファイル名（File
Name）

電子メールパイプラインを通過するメッセージの追跡に使用されるメッ

セージ ID。
MID

ファイルレピュテーション傾向値は次のとおりです。

• MALICIOUS

• CLEAN

• FILE UNKNOWN：レピュテーションスコアがゼロの場合。

• VERDICTUNKNOWN：傾向が FILEUNKNOWNでありスコアが非ゼ
ロの場合。

傾向（Disposition）

マルウェア脅威の名前。マルウェア
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説明統計

ファイルレピュテーションサーバによってファイルに割り当てられるレ

ピュテーションスコア。

ファイル傾向がVERDICTUNKNOWNの場合、アプライアンスはファイル
レピュテーション判定を、レピュテーションスコアとしきい値に基づいて

調整します。

レピュテーション

スコア

特定のファイルに実行される、ファイルレピュテーションサーバによっ

て推奨されるアップロードアクションの値：

• 0：アップロード用に送信する必要はありません。

• 1：アップロード用にファイルを送信します。

アプライアンスはアップロードアクションの値が「1」の場
合にファイルをアップロードします。

（注）

• 2：アップロード用にファイルを送信しません。

• 3：アップロード用にメタデータのみを送信します。

アップロードアク

ション

分析のためのファイルアップロードとファイル分析プロセス

Wed Sep 28 11:31:58 2016 Info: File uploaded for analysis. SHA256:
e7ae35a8227b380ca761c0317e814e4aaa3d04f362c6b913300117241800f0ea

Wed Sep 28 11:36:58 2016 Info: File Analysis is running for SHA:
e7ae35a8227b380ca761c0317e814e4aaa3d04f362c6b913300117241800f0ea

Fri Oct 7 07:39:13 2016 Info: File Analysis complete. SHA256:
16454aff5082c2e9df43f3e3b9cdba3c6ae1766416e548c30a971786db570bfc, Submit Timestamp:
1475825466, Update Timestamp: 1475825953, Disposition: 3 Score: 100, run_id: 194926004
Details: Analysis is completed for the File
SHA256[16454aff5082c2e9df43f3e3b9cdba3c6ae1766416e548c30a971786db570bfc]
Spyname:[W32.16454AFF50-100.SBX.TG]

説明統計

対応するファイルの SHA-256ハッシュ ID。SHA256

アプライアンスによってファイルがファイル分析サーバにアップロー

ドされた日付と時刻。

送信タイムスタンプ

（Submit Timestamp）

ファイルに対するファイル分析が完了した日付と時刻更新タイムスタンプ

（Update Timestamp）
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説明統計

ファイルレピュテーションの判定結果で、次の値があります。

• 1 -マルウェアの検出なし

• 2 -正常

• 3 -マルウェア

傾向（Disposition）

ファイル分析サーバによってファイルに割り当てられる分析スコア。スコア（Score）

ファイル分析サーバが特定のファイル分析についてファイルに割り当

てる数値（ID）。
実行 ID（Run ID）

ファイル分析中にエラーが報告された場合は追加情報。そうでない場

合は、ファイルに対する最終的な分析が完了していることを示しま

す。

詳細（Details）

ファイル分析中にファイル内にマルウェアが見つかった場合は、脅威

の名前。

スパイ名（Spy Name）

ファイルが分析用にアップロードされない

Wed Sep 14 12:27:52 2016 Info: File not uploaded for analysis. MID = 0 File
SHA256[a5f28f1fed7c2fe88bcdf403710098977fa12c32d13bfbd78bbe27e95b245f82] file
mime[text/plain] Reason: No active/dynamic contents exists

説明統計

電子メールパイプラインを通過するメッセージの追跡に使用されるメッセー

ジ ID。
MID

ファイルのMIMEタイプ。ファイルMIME
（File MIME）
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説明統計

以下に示すのは、upload_actionが '1'に設定されている場合でも、ファイル
がファイル分析サーバにアップロードされない理由の値の 1つです。

•別のノードでファイルがすでにアップロードされている：ファイルはす
でに別のアプライアンスを介してファイル分析サーバにアップロードさ

れています。

•ファイル分析が進行中：ファイルは進行中のアップロードのためにすで
に選択されています。

•ファイルはファイル分析サーバにすでにアップロード済み

•サポート対象のファイルタイプではない

•ファイルサイズが範囲外：アップロードファイルのサイズがファイル
分析サーバによって設定されているしきい値を超えています。

•アップロードキューが満杯であった

•ファイル分析サーバのエラー

•アクティブなコンテンツまたは動的コンテンツが存在していない

•一般または不明エラー

理由（Reason）

ファイルアップロード制限が原因でファイル分析がスキップされたファイルアップロード

Tue Jun 20 13:22:56 2017 Info: File analysis upload skipped. SHA256:
b5c7e26491983baa713c9a2910ee868efd891661c6a0553b28f17b8fdc8cc3ef,Timestamp[1454782976]
details[File SHA256[b5c7e26491983baa713c9a2910ee868efd891661c6a0553b28f17b8fdc8cc3ef] file
mime[application/pdf], upload priority[Low] not uploaded, re-tries[3], backoff[986]
discarding ...]
Tue Jun 20 13:22:56 2017 Critical: The attachment could not be uploaded to the
File Analysis server because the appliance exceeded the upload limit

説明統計

対応するファイルの SHA-256ハッシュ ID。SHA256

ファイル分析サーバへのファイルのアップロードが失敗した日付と時刻。Timestamp

ファイル分析サーバのエラーの詳細。詳細（Details）

ファイルのMIMEタイプ。ファイルMIME
（File MIME）
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説明統計

[アップロード優先順位（Upload priority）]の値は以下のとおりです。

• [高（High）] - PDFファイルタイプを除くすべての選択されたファイ
ルタイプの場合。

• [低（Low）] - PDFファイルタイプのみの場合。

アップロード優先

順位（Upload
priority）

当該のファイルに対して実行されたアップロード試行の回数。

1ファイルに対し、最大 3回までアップロードを試行できま
す。

（注）

再試行回数

（Re-tries）

アプライアンスがファイル分析サーバにファイルをアップロードしようと

する前に待機する必要がある秒数（x）。これは、アプライアンスが1日あ
たりのアップロード制限に達したときに発生します。

バックオフ（x）
（Backoff (x)）

アプライアンスがアップロード制限を超えたため、ファイル分析サーバに

添付ファイルをアップロードできませんでした。（The attachment could not
be uploaded to the File Analysis server because the appliance exceeded the upload
limit.）

重要（理由）

（Critical (Reason)）

ファイル分析サーバのエラーが原因でファイル分析がスキップされたファイルアップロード

Sat Feb 6 13:22:56 2016 Info:SHA256:
69e17e213732da0d0cbc48ae7030a4a18e0c1289f510e8b139945787f67692a5,Timestamp[1454959409]
details[Server Response HTTP code:[502]]

説明統計

対応するファイルの SHA-256ハッシュ ID。SHA256

ファイル分析サーバへのファイルのアップロードが試行された日付と時

刻。

Timestamp

ファイル分析サーバのエラーに関する情報。詳細（Details）

受信したファイルレトロスペクティブ判定

Fri Oct 7 07:39:13 2016 Info: Retrospective verdict received. SHA256:
16454aff5082c2e9df43f3e3b9cdba3c6ae1766416e548c30a971786db570bfc, Timestamp: 1475832815.7,
Verdict: MALICIOUS, Reputation Score: 0, Spyname: W32.16454AFF50-100.SBX.

説明統計

対応するファイルの SHA-256ハッシュ ID。SHA256
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説明統計

ファイル分析サーバからファイルのレトロスペクティブな判定を受信し

た日時。

Timestamp

ファイルのレトロスペクティブな判定の値は「悪意のある」または「正

常」です。

判定

ファイルレピュテーションサーバによってファイルに割り当てられるレ

ピュテーションスコア。

Reputation Score

ファイル分析中にファイル内にマルウェアが見つかった場合は、脅威の

名前。

Spyname

スパム隔離ログの使用

表 129：スパムログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

メッセージは、実行されたアクション（メッセージの隔離、隔離エリア

からの解放など）で構成されます。

Message

スパム隔離ログの例

次のログの例は、隔離から admin@example.comにメッセージ（MID 8298624）が解放されている
ことを示しています。

Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Releasing MID [8298624, 8298625] for all

Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Delivering released MID 8298624 (skipping work
queue)

Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Released MID 8298624 to admin@example.com

Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Delivering released MID 8298625 (skipping work
queue)

Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Released MID8298625 to admin@example.com
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スパム隔離 GUI ログの使用

表 130：スパム GUI ログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

メッセージは、ユーザ認証などの実行されたアクションで構成されます。Message

スパム隔離 GUI ログの例
次のログの例は、成功した認証、ログイン、およびログアウトを示しています。

Fri Aug 11 22:05:28 2006 Info: ISQ: Serving HTTP on 192.168.0.1, port 82

Fri Aug 11 22:05:29 2006 Info: ISQ: Serving HTTPS on 192.168.0.1, port 83

Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: Authentication OK, user admin

Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: logout:- user:pqufOtL6vyI5StCqhCfO session:10.251.23.228

Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: login:admin user:pqufOtL6vyI5StCqhCfO
session:10.251.23.228

Fri Aug 11 22:08:44 2006 Info: Authentication OK, user admin

LDAP デバッグログの使用

表 131：LDAP デバッグログの統計情報

説明統計

バイトが転送された時刻Timestamp

LDAPデバッグメッセージ。Message
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LDAP デバッグログの例

ログファイルの各行には、番号が割り当てられません。ここでは、単にサンプル用として番

号が割り当てられています。

（注）

Thu Sep 9 12:24:56 2004 Begin Logfile1

Thu Sep 9 12:25:02 2004 LDAP:
Masquerade query sun.masquerade address employee@routing.qa to employee@mail.qa

2

Thu Sep 9 12:25:02 2004 LDAP:
Masquerade query sun.masquerade address employee@routing.qa to employee@mail.qa

3

Thu Sep 9 12:25:02 2004 LDAP:
Masquerade query sun.masquerade address employee@routing.qa to employee@mail.qa

4

Thu Sep 9 12:28:08 2004 LDAP: Clearing LDAP cache5

Thu Sep 9 13:00:09 2004 LDAP:
Query '(&(ObjectClass={g})(mailLocalAddress={a}))' to server sun (sun.qa:389)

6

Thu Sep 9 13:00:09 2004 LDAP:
After substitute, query is '(&(ObjectClass=inetLocalMailRecipient)
(mailLocalAddress=rroute.d00002b.loc@ldap.route.local.add00002.qa))'

7

Thu Sep 9 13:00:09 2004 LDAP: connecting to server8

Thu Sep 9 13:00:09 2004 LDAP: connected9

Thu Sep 9 13:00:09 2004 LDAP:
Query (&(ObjectClass=inetLocalMailRecipient)
(mailLocalAddress=rroute.d00002b.loc@ldap.route.local.add00002.qa)) returned 1
results

10

Thu Sep 9 13:00:09 2004 LDAP: returning: [<LDAP:>]11

前述のログファイルを読み取るためのガイドとして、使用してください。

表 132：LDAP デバッグログの例の詳細

説明行番号

ログファイルが開始されます。1
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説明行番号

リスナーは、明確に「sun.masquerade」というLDAPクエリーによって、マスカ
レードに LDAPを使用するように設定されています。

アドレス employee@routing.qaが LDAPサーバで検索され、一致が検出されま
す。その結果のマスカレードアドレスは employee@mail.qaであり、マスカレー
ドの設定によってこのアドレスがメッセージヘッダー、エンベロープ送信者、

またはその両方に書き込まれます。

2

3

4

ユーザは手動で ldapflushを実行しています。5

クエリーは、sun.qa、ポート 389に送信されます。クエリーテンプレートは
(&(ObjectClass={g})(mailLocalAddress={a}))です。

{g}は、発信側フィルタ（rcpt-to-groupまたはmail-from-groupルール）で指定さ
れたグループ名に置換されます。

{a}は、当該のアドレスに置換されます。

[6]

ここで代入（前述のとおり）が実行されます。LDAPサーバに送信される前の
クエリーはこのようになります。

7

サーバへの接続がまだ確立されていないので、接続します。8

サーバに送信されるデータです。9

結果は、確実に空になります。つまり、1つのレコードが返されますが、クエ
リーはフィールドを要求していないので、データは報告されません。これらは、

データベースに一致があるかどうかをクエリーでチェックするときに、グルー

プクエリーとアクセプトクエリーの両方に使用されます。

10

セーフリスト/ブロックリストログの使用
次の表に、セーフリスト/ブロックリストログに記録される統計情報を示します。

表 133：セーフリスト/ブロックリストログの統計情報

説明統計

バイトが送信された時刻。Timestamp

メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。Message
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セーフリスト/ブロックリストログの例
次のセーフリスト/ブロックリストログの例は、アプライアンスによって2時間ごとにデータベー
スのスナップショットが作成されていることを示しています。送信者がデータベースに追加され

た時刻も示されます。

Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Begin Logfile Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Version:
6.0.0-425 SN: XXXXXXXXXXXX-XXX Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Time offset from UTC:
10800 seconds Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: System is coming up.

Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

Fri Sep 28 16:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

Fri Sep 28 18:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

Fri Sep 28 20:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

Fri Sep 28 22:22:35 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

.........................

Mon Oct 1 14:16:09 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

Mon Oct 1 14:37:39 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

Mon Oct 1 15:31:37 2007 Warning: SLBL: Adding senders to the database failed.

Mon Oct 1 15:32:31 2007 Warning: SLBL: Adding senders to the database failed.

Mon Oct 1 16:37:40 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

レポーティングログの使用

次の表は、レポートログに記録された統計情報を示しています。

表 134：レポーティングログの統計情報

説明統計

バイトが送信された時刻。Timestamp

メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。Message

レポーティングログの例

次のレポーティングログの例は、情報ログレベルに設定されたアプライアンスを示しています。

Wed Oct 3 13:39:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)

Wed Oct 3 13:39:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)

Wed Oct 3 13:40:02 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-40

Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Pages found in cache: 1304596 (99%). Not found: 1692
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Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period hour using 36800 (KB)

Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period day using 2768 (KB)

Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)

Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)

Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: HELPER checkpointed in 0.00580507753533 seconds

Wed Oct 3 13:41:02 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-41

Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Pages found in cache: 1304704 (99%). Not found: 1692

Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period hour using 36800 (KB)

Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period day using 2768 (KB)

Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)

Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)

Wed Oct 3 13:42:03 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-42

レポーティングクエリーログの使用

次の表に、レポーティングクエリーログに記録される統計情報を示します。

表 135：レポーティングクエリーログの統計情報

説明統計

バイトが送信された時刻。Timestamp

メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。Message

レポーティングクエリーログの例

次のレポーティングクエリーログの例は、アプライアンスによって、2007年 8月 29日から 10
月 10日までの期間で毎日の発信メールトラフィッククエリーが実行されていることを示してい
ます。

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing interval handle 811804479.

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing interval handle 811804480.

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610228.

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Merge query with handle 302610229 for
['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.

DETECTED_SPAM', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.DETECTED_VIRUS',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.THREAT_CONTENT_FILTER',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_CLEAN_RECIPIENTS',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_RECIPIENTS_PROCESSED'] for rollup period "day" with
interval range 2007-08-29 to 2007-10-01
with key constraints

None sorting on ['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.DETECTED_SPAM'] returning results from
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0 to 2 sort_ascending=False.

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610229.

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Merge query with handle 302610230 for
['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.

TOTAL_HARD_BOUNCES', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_RECIPIENTS_DELIVERED',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_RECIPIENTS'] for rollup period "day" with interval
range 2007-08-29 to
2007-10-01 with key constraints None sorting on
['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_HARD_BOUNCES'] returning
results from 0 to 2 sort_ascending=False.

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610230.

アップデータログの使用

表 136：アップデータログの統計情報

説明統計

バイトが送信された時刻。Timestamp

メッセージは、システムサービスアップデート情報のほか、AsyncOSによ
るアップデートの確認と、スケジュールされている次回アップデートの日

時で構成されます。

Message

アップデータログの例

次のログの例は、アプライアンスが新規のMcAfeeアンチウイルス定義でアップデートされてい
ることを示しています。

Fri Sep 19 11:07:51 2008 Info: Starting scheduled update

Fri Sep 19 11:07:52 2008 Info: Acquired server manifest, starting update 11

Fri Sep 19 11:07:52 2008 Info: Server manifest specified an update for mcafee

Fri Sep 19 11:07:52 2008 Info: mcafee was signalled to start a new update

Fri Sep 19 11:07:52 2008 Info: mcafee processing files from the server manifest

Fri Sep 19 11:07:52 2008 Info: mcafee started downloading files

Fri Sep 19 11:07:52 2008 Info: mcafee downloading remote file
"http://stage-updates.ironport.com/mcafee/dat/5388"

Fri Sep 19 11:07:52 2008 Info: Scheduled next update to occur at Fri Sep 19 11:12:52
2008

Fri Sep 19 11:08:12 2008 Info: mcafee started decrypting files

Fri Sep 19 11:08:12 2008 Info: mcafee decrypting file
"mcafee/dat/5388" with method "des3_cbc"

Fri Sep 19 11:08:17 2008 Info: mcafee started decompressing files

Fri Sep 19 11:08:17 2008 Info: mcafee started applying files

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1150

ログ

アップデータログの使用



Fri Sep 19 11:08:17 2008 Info: mcafee applying file "mcafee/dat/5388"

Fri Sep 19 11:08:18 2008 Info: mcafee verifying applied files

Fri Sep 19 11:08:18 2008 Info: mcafee updating the client manifest

Fri Sep 19 11:08:18 2008 Info: mcafee update completed

Fri Sep 19 11:08:18 2008 Info: mcafee waiting for new updates

Fri Sep 19 11:12:52 2008 Info: Starting scheduled update

Fri Sep 19 11:12:52 2008 Info: Scheduled next update to occur at Fri Sep 19 11:17:52
2008

Fri Sep 19 11:17:52 2008 Info: Starting scheduled update

Fri Sep 19 11:17:52 2008 Info: Scheduled next update to occur at Fri Sep 19 11:22:52
2008

アップデータログの例

この例では、ログは、無効にされている自動更新、SophosAnti-virus定義に適用されているバック
アップを表示します。

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Debug: Skipping update request for “postx”

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Debug: postx updates disabled

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Debug: Skipping update request for “postx”

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Trace: command session starting

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Info: Automatic updates disabled for engine Sophos engine

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Info: Sophos: Backup update applied successfully

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Info: Internal SMTP system attempting to send a message to
abshastr@ironport.com
with subject ‘Automatic updates are now disabled for sophos’ attempt #0).

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Debug: amp feature key disabled

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Debug: Skipping update request for “amp”

Fri Mar 10 15:05:55 2017 Debug: amp feature key disabled

トラッキングログについて

トラッキングログには、AsyncOSの電子メール動作に関する情報が記録されます。ログメッセー
ジは、メールログに記録されたメッセージのサブセットです。

トラッキングログは、メッセージトラッキングデータベースを作成するため、アプライアンス

のメッセージトラッキングコンポーネントで使用されます。ログファイルはデータベースの作

成プロセスで消費されるので、トラッキングログは一過性のものになります。トラッキングログ

の情報は、人による読み取りや解析を目的とした設計になっていません。

Ciscoセキュリティ管理アプライアンスを使用することで、複数の Eメールセキュリティアプラ
イアンスからのトラッキング情報の表示もできます。
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認証ログの使用

認証ログには、成功したユーザログインと失敗したログイン試行が記録されます。

表 137：認証ログの統計情報

説明統計

バイトが送信された時刻。Timestamp

メッセージは、アプライアンスにログインしようとしたユーザのユーザ名

と、そのユーザが正常に認証されたかどうかという情報で構成されます。

Message

認証ログの例

次のログの例は、「admin」、「joe」、および「dan」というユーザによるログイン試行を示して
います。

Wed Sep 17 15:16:25 2008 Info: Begin Logfile

Wed Sep 17 15:16:25 2008 Info: Version: 6.5.0-262 SN: XXXXXXX-XXXXX

Wed Sep 17 15:16:25 2008 Info: Time offset from UTC: 0 seconds

Wed Sep 17 15:18:21 2008 Info: User admin was authenticated successfully.

Wed Sep 17 16:26:17 2008 Info: User joe failed authentication.

Wed Sep 17 16:28:28 2008 Info: User joe was authenticated successfully.

Wed Sep 17 20:59:30 2008 Info: User admin was authenticated successfully.

Wed Sep 17 21:37:09 2008 Info: User dan failed authentication.

正しくないパスコードが原因の二要素認証ログイン失敗の例

次の例では、入力された不正なパスコードのために 2要素認証ログインが失敗したことがログに
示されています。

Thu Mar 16 05:47:47 2017 Info: Trying RADIUS server example.cisco.com
Thu Mar 16 05:48:18 2017 Info: Two-Factor RADIUS Authentication failed.
Thu Mar 16 05:48:48 2017 Info: An authentication attempt by the user **** from
21.101.210.150 failed

タイムアウトが原因の二要素認証ログイン失敗の例

この例では、ログはタイムアウトに起因する二要素認証ログインの失敗を示しています。

Thu Mar 16 05:46:04 2017 Info: Trying RADIUS server example.cisco.com
Thu Mar 16 05:46:59 2017 Info: RADIUS server example.cisco.com communication error. No
valid responses from server (timeout).
Thu Mar 16 05:46:59 2017 Info: Two-Factor Authentication RADIUS servers timed out.
Authentication could fail due to this.

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1152

ログ

認証ログの使用



二要素認証のログインの成功例

次の例では、2要素認証のログインが成功したことがログに表示されています。
Thu Mar 16 05:49:05 2017 Info: Trying RADIUS server example.cisco.com
Thu Mar 16 05:49:05 2017 Info: Two-Factor RADIUS Authentication was successful.
Thu Mar 16 05:49:05 2017 Info: The user admin successfully logged on from 21.101.210.150
using an HTTPS connection.

コンフィギュレーション履歴ログの使用

コンフィギュレーション履歴ログは、コンフィギュレーションファイルで構成され、ユーザの名

前、ユーザが変更を行った設定の場所の説明、変更を保存するときにユーザが入力したコメント

がリストされた追加のセクションがあります。ユーザが変更を保存するたびに、変更後のコンフィ

ギュレーションファイルを含む新しいログが作成されます。

コンフィギュレーション履歴ログの例

次のコンフィギュレーション履歴ログの例は、システムにログインできるローカルユーザを定義

するテーブルに、ユーザ（admin）がゲストユーザを追加したことを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">

<!--

XML generated by configuration change.

Change comment: added guest user

User: admin

Configuration are described as:

This table defines which local users are allowed to log into the system.

Product: Cisco IronPort M160 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model Number: M160

Version: 6.7.0-231

Serial Number: 000000000ABC-D000000

Number of CPUs: 1

Memory (GB): 4

Current Time: Thu Mar 26 05:34:36 2009

Feature "Cisco IronPort Centralized Configuration Manager": Quantity = 10, Time
Remaining = "25 days"

Feature "Centralized Reporting": Quantity = 10, Time Remaining = "9 days"

Feature "Centralized Tracking": Quantity = 10, Time Remaining = "30 days"

Feature "Centralized Spam Quarantine": Quantity = 10, Time Remaining = "30 days"

Feature "Receiving": Quantity = 1, Time Remaining = "Perpetual"

-->
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<config>

ログサブスクリプション（Log Subscriptions）

ログサブスクリプションの設定

[システム管理（SystemAdministration）]の [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]ページ
（または CLIの logconfigコマンド）を使用して、ログサブスクリプションを設定します。ログ
サブスクリプションによって、エラーを含むAsyncOSアクティビティの情報を保存するログファ
イルが作成されます。ログサブスクリプションは、取得されるか、または別のコンピュータに配

信（プッシュ）されるかのどちらかです。一般に、ログサブスクリプションには次の属性があり

ます。

表 138：ログファイルの属性

説明属性（Attribute）

記録される情報のタイプと、ログサブスクリプションの形式を定義し

ます。詳細については、表「ログタイプ」を参照してください。

[ログタイプ（Log
type）]

今後の参照に使用するログサブスクリプションのニックネーム。[名前（Name）]

ファイルの最大サイズ。このサイズに到達すると、ローリングオーバー

されます。

[ファイルサイズ別ロー
ルオーバー（Rollover
by File Size）]

ファイルのロールオーバーの時間間隔を設定します。[時刻によりロールオー
バー（Rollover by
Time）]

ログサブスクリプションごとに詳細のレベルを設定します。ログレベル（Log
level）

ログサブスクリプションが Eメールセキュリティアプライアンスから
取得される方法を定義します。

[取得方法（Retrieval
method）]

ディスクに書き込むときのファイルの物理名に使用されます。複数のE
メールセキュリティアプライアンスを使用している場合、ログファイ

ルを生成したシステムを識別するため、ログファイル名を固有にする

必要があります。

[ログファイル名（Log
filename）]
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ログレベル

ログレベルによって、ログに送信される情報量が決定します。ログには、5つの詳細レベルのい
ずれかを設定できます。詳細レベルを高くするほど大きいログファイルが作成され、システムの

パフォーマンスが低下します。詳細レベルの高い設定には、詳細レベルの低い設定に保持される

すべてのメッセージと、その他のメッセージも含まれます。詳細レベルを上げるほど、システム

のパフォーマンスは低下します。

ログレベルは、すべてのメールログタイプに対して選択できます。（注）

表 139：ログレベル

説明ログレベル

詳細レベルの最も低い設定。エラーだけがログに記録されます。この設定に

すると、パフォーマンスやその他の重要なアクティビティをモニタできませ

んが、ログファイルがすぐには最大サイズに達しなくなります。このログ

レベルは、syslogレベルの「Alert」と同等です。

クリティカル

（Critical）

システムによって作成されたすべてのエラーと警告。この設定にすると、パ

フォーマンスやその他の重要なアクティビティをモニタできません。このロ

グレベルは、syslogレベル「Warning」と同等です。

警告

情報設定では、システムの秒単位の動作がキャプチャされます。たとえば、

接続のオープンや配信試行などです。Informationレベルは、ログに推奨され
る設定です。このログレベルは、syslogレベル「Info」と同等です。

情報

エラーの原因を調べるときは、Debugログレベルを使用します。この設定
は一時的に使用し、後でデフォルトレベルに戻します。このログレベルは、

syslogレベル「Debug」と同等です。

デバッグ

（Debug）

Traceログレベルは、開発者にのみ推奨されます。このレベルを使用する
と、システムのパフォーマンスが大きく低下するので、推奨されません。こ

のログレベルは、syslogレベル「Debug」と同等です。

Trace
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GUI でのログサブスクリプションの作成

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]を選択します。
ステップ 2 [ログサブスクリプションを追加（Add Log Subscription）]をクリックします。
ステップ 3 ログタイプを選択し、ログ名（ログディレクトリ用）とログファイル自体の名前を入力します。

ステップ 4 AsyncOSがログファイルをロールオーバーする前の最大ファイルサイズ、およびロールオーバー間の時
間間隔を指定します。ファイルのロールオーバーの詳細については、ログサブスクリプションのロール

オーバー, （1159ページ）を参照してください。
ステップ 5 ログレベルを選択します。使用可能なオプションは、[クリティカル（Critical）]、[警告（Warning）]、[情

報（Information）]、[デバッグ（Debug）]、または [トレース（Trace）]です。
ステップ 6 ログの取得方法を設定します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

ログサブスクリプションの編集

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]を選択します。
ステップ 2 [ログ設定（Log Settings）]カラムでログの名前をクリックします。
ステップ 3 ログサブスクリプションを変更します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

ロギングのグローバル設定

システムは、テキストメールログおよびステータスログ内にシステムの測定を定期的に記録し

ます。[システム管理（System Administration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]
ページの [グローバル設定（Global Settings）]セクションにある [設定を編集（Edit Settings）]ボタ
ン（または、CLIの logconfig -> setupコマンド）を使用して、次の情報を設定します。

•システムの測定頻度。これは、システムが測定を記録するまで待機する時間（秒単位）で
す。

•メッセージ IDヘッダーを記録するかどうか。

•リモート応答ステータスコードを記録するかどうか。

•元のメッセージのサブジェクトヘッダーを記録するかどうか。

•メッセージごとにログに記録するヘッダーのリスト。
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すべてのログには、次の 3つのデータを任意で記録できます。

1 メッセージ ID

このオプションを設定すると、可能な場合はすべてのメッセージのメッセージ IDヘッダーが
ログに記録されます。このメッセージ IDは、受信したメッセージから取得される場合と、
AsyncOS自体で生成される場合があります。次に例を示します。

Tue Apr 6 14:38:34 2004 Info: MID 1 Message-ID Message-ID-Content

2 リモート応答

このオプションを設定すると、可能な場合はすべてのメッセージのリモート応答ステータス

コードがログに記録されます。次に例を示します。

Tue Apr 6 14:38:34 2004 Info: MID 1 RID [0] Response 'queued as 9C8B425DA7'

リモート応答文字列は、SMTPカンバセーション配信時のDATAコマンドへの応答後に受信さ
れる、人が読み取ることのできるテキストです。この例では、接続ホストがdataコマンドを実
行した後のリモート応答が、「queued as 9C8B425DA7」となります。
[...]

250 ok hostname

250 Ok: queued as 9C8B425DA7

文字列の先頭にある空白や句読点（および、250応答の場合は OK文字）は除去されます。文
字列の末尾については、空白だけが除去されます。たとえば、Eメールセキュリティアプラ
イアンスはデフォルトで、DATAコマンドに対して 250 Ok: Message MID acceptedという文字
列で応答します。したがって、リモートホストが別の Eメールセキュリティアプライアンス
である場合は、文字列「Message MID accepted」がログに記録されます。

3 オリジナルの件名

このオプションをイネーブルにすると、各メッセージの元のサブジェクトヘッダーがログに記

録されます。

Tue May 31 09:20:27 2005 Info: Start MID 2 ICID 2

Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 ICID 2 From: <mary@example.com>

Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 ICID 2 RID 0 To: <joe@example.com>

Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 Message-ID '<44e4n$2@example.com>'

Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 Subject 'Monthly Reports Due'

メッセージヘッダーのロギング

場合によっては、メッセージがシステムを通過するときに、メッセージのヘッダーの存在と内容

を記録する必要があります。[ログサブスクリプションのグローバル設定（LogSubscriptionsGlobal
Settings）]ページ（または、CLIの logconfig -> logheadersサブコマンド）に、記録するヘッダー
を指定します。Eメールセキュリティアプライアンスは、指定されたメッセージヘッダーをテキ
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ストメールログ、配信ログ、およびバウンスログに記録します。ヘッダーが存在する場合、シ

ステムはヘッダーの名前と値を記録します。ヘッダーが存在しない場合は、ログに何も記録され

ません。

システムは、ロギングに指定したヘッダーに関係なく、メッセージの記録処理中に随時、メッ

セージに存在するすべてのヘッダーを評価します。

SMTPプロトコルについての RFCは、http://www.faqs.org/rfcs/rfc2821.htmlにあります。この
RFCには、ユーザ定義のヘッダーが規定されています。

logheadersコマンドを使用してヘッダーをログに記録するように設定している場合、ヘッダー
情報は配信情報の後に表示されます。

（注）

表 140：ヘッダーのログ（Log Headers）

ヘッダーの名前ヘッダー名

ログに記録されるヘッダーの内容値

たとえば、ログに記録するヘッダーとして「date, x-subject」を指定すると、メールログに次の行
が表示されます。

Tue May 31 10:14:12 2005 Info: Message done DCID 0 MID 3 to RID [0]
[('date', 'Tue, 31 May 2005 10:13:18 -0700'), ('x-subject', 'Logging this header')]

GUI を使用したロギングのグローバル設定の構成

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]を選択します。
ステップ 2 [グローバル設定（Global Settings）]セクションまでスクロールします。
ステップ 3 [設定の編集（Edit Settings）]をクリックします。
ステップ 4 システム測定頻度、メールログにメッセージ IDヘッダーを加えるかどうか、リモート応答を加えるかど

うか、および各メッセージの元のサブジェクトヘッダーを加えるかどうかを含めた情報を指定します。

ステップ 5 ログに加えるその他のヘッダーを入力します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。
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ログサブスクリプションのロールオーバー

アプライアンス上のログファイルが大きくなりすぎないようにするために、ログファイルがユー

ザ指定の最大ファイルサイズまたは時間間隔に達すると、AsyncOSは「ロールオーバー」を実行
してログファイルをアーカイブし、着信するログデータ用の新しいファイルを作成します。ログ

サブスクリプション用に定義された取得方法に基づいて、古いログファイルは取得のためにアプ

ライアンス上に保管されるか、または外部のコンピュータに配信されます。アプライアンスから

ログファイルを取得する方法の詳細については、ログ取得方法,（1113ページ）を参照してくださ
い。

AsyncOSは、ログファイルをロールオーバーするときに次のアクションを実行します。

•ロールオーバーのタイムスタンプと、saved（保存済み）を示す文字「s」拡張子を使用して、
現在のログファイルの名前を変更します。

•新しいログファイルを作成し、「current」の拡張子を使用して、そのファイルを最新として
指定します。

•新しく保存されたログファイルをリモートホストに転送します（プッシュベースの取得方
法を使用している場合）。

•同じサブスクリプションから、以前に失敗したログファイルをすべて転送します（プッシュ
ベースの取得方法を使用している場合）。

•保存すべきファイルの総数を超えた場合は、ログサブスクリプション内の最も古いファイル
を削除します（ポーリングベースの取得方法を使用している場合）。

ログサブスクリプションのロールオーバーの設定は、GUIの [システム管理（System
Administration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]ページ、または CLIの
logconfigコマンドを使用して、サブスクリプションを作成または編集するときに定義しま
す。ログファイルのロールオーバーをトリガーするために使用できる 2つの設定は次のとお
りです。

•最大ファイルサイズ。

•時間間隔。

ファイルサイズによるロールオーバー

AsyncOSは、ログファイルで使用されるディスク領域が多くなりすぎないようにするために、最
大ファイルサイズに達したログファイルをロールオーバーします。ロールオーバーのための最大

ファイルサイズを定義する場合は、メガバイトを示すmとキロバイトを示す kのサフィックスを
使用します。たとえば、ログファイルが 10 MBに達したら AsyncOSによってロールオーバーさ
れるようにする場合は、「10m」と入力します。

時刻によりロールオーバー

ロールオーバーを定期的に実行されるようにスケジュールする場合は、次のいずれかの時間間隔

を選択できます。
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•なし。AsyncOSは、ログファイルが最大ファイルサイズに達した場合にのみロールオーバー
を実行します。

• [カスタム時間間隔（Custom Time Interval）]。AsyncOSは、以前のロールオーバーから指定
された時間が経過した後にロールオーバーを実行します。スケジュール設定されたロール

オーバーのためのカスタムの時間間隔を作成するには、d、h、およびmをサフィックスとし
て使用して、ロールオーバー間の日数、時間数、および分数を入力します。

• [日次ロールオーバー（DailyRollover）]。AsyncOSは、毎日指定された時刻にロールオーバー
を実行します。日単位のロールオーバーを選択した場合は、24時間形式（HH:MM）を使用
して、AsyncOSがロールオーバーを実行する時刻を入力します。

GUIでは、[日次ロールオーバー（Daily Rollover）]オプションのみが提供されます。CLIの
logconfigコマンドを使用して日単位のロールオーバーを設定する場合は、[週次ロールオー
バー（Weekly Rollover）]オプションを選択し、アスタリスク（*）を使用してAsyncOSがす
べての曜日にロールオーバーを実行することを指定します。

• [週次ロールオーバー（WeeklyRollover）]。AsyncOSは、1つ以上の曜日の指定された時刻に
ロールオーバーを実行します。たとえば、毎週水曜日と金曜日の午前 0：00にログファイル
をロールオーバーするようにAsyncOSを設定できます。週単位のロールオーバーを設定する
には、ロールオーバーを実行する曜日と 24時間形式（HH:MM）の時刻を選択します。

CLIを使用している場合は、ダッシュ（-）を使用して日の範囲を指定するか、アスタリスク
（*）を使用してすべての曜日を指定するか、またはカンマ（,）を使用して複数の日と時刻
を区切ることができます。

次の表に、CLIを使用して、水曜日と金曜日の午前0:00（00:00）にログサブスクリプション
のファイルをロールオーバーする方法を示します。
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表 141：CLI での週単位のログロールオーバーの設定

Do you want to configure time-based log files rollover? [N]> y

Configure log rollover settings:

1. Custom time interval.

2. Weekly rollover.

[1]> 2

1. Monday

2. Tuesday

3. Wednesday

4. Thursday

5. Friday

6. Saturday

7. Sunday

Choose the day of week to roll over the log files. Separate multiple days with comma,
or use "*" to specify every day of a week.
Also you can use dash to specify a range like "1-5":

[]> 3, 5

Enter the time of day to rollover log files in 24-hour format (HH:MM).
You can specify hour as "*" to match every hour, the same for minutes.
Separate multiple times of day with comma:

[]> 00:00
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オンデマンドでのログサブスクリプションのロールオーバー

GUIを使用してログサブスクリプションをただちにロールオーバーするには、次の手順を実行し
ます。

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]ページで、ロー
ルオーバーするログの右側のチェックボックスをオンにします。

ステップ 2 任意で、[すべて（All）]チェックボックスをオンにして、すべてのログをロールオーバー対象として選択
できます。

ステップ 3 ロールオーバー対象として1つまたは複数のログを選択すると、[今すぐロールオーバー（RolloverNow）]
ボタンがイネーブルになります。[今すぐロールオーバー（Rollover Now）]ボタンをクリックして、選択
したログをロールオーバーします。

GUI での最近のログエントリの表示
はじめる前に

GUIを介してログを表示するには、管理インターフェイスで HTTPまたは HTTPSサービスをイ
ネーブルにしておく必要があります。

ステップ 1 [システム管理（SystemAdministration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）]を選択します。
ステップ 2 テーブルの [ログファイル（Log Files）]カラムでログサブスクリプションを選択します。
ステップ 3 サインインします。

ステップ 4 ログファイルのいずれかを選択して、ブラウザに表示するか、またはディスクに保存します。

CLI での最近のログエントリの表示（tail コマンド）
AsyncOSは、アプライアンスに設定されたログの最新エントリを表示する tailコマンドをサポー
トしています。tailコマンドを実行して現在設定されているログの番号を選択すると、そのログが
表示されます。Ctrl+ Cを押して、tailコマンドを終了します。

例

次に、tailコマンドを使用してシステムログを表示する例を示します（このログは commitコマン
ドによるユーザのコメントを特に追跡します）。tailコマンドは、tail mail_logsのように、表示す
るログの名前をパラメータとして指定することもできます。

mail3.example.com> tail

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1162

ログ

GUI での最近のログエントリの表示



Currently configured logs:

1. "antispam" Type: "Anti-Spam Logs" Retrieval: Manual Download

2. "antivirus" Type: "Anti-Virus Logs" Retrieval: Manual Download

3. "asarchive" Type: "Anti-Spam Archive" Retrieval: Manual Download

4. "authentication" Type: "Authentication Logs" Retrieval: Manual Download

5. "avarchive" Type: "Anti-Virus Archive" Retrieval: Manual Download

6. "bounces" Type: "Bounce Logs" Retrieval: Manual Download

7. "cli_logs" Type: "CLI Audit Logs" Retrieval: Manual Download

8. "encryption" Type: "Encryption Logs" Retrieval: Manual Download

9. "error_logs" Type: "IronPort Text Mail Logs" Retrieval: Manual Download

10. "euq_logs" Type: "IronPort Spam Quarantine Logs" Retrieval: Manual Download

11. "euqgui_logs" Type: "IronPort Spam Quarantine GUI Logs" Retrieval: Manual Download

12. "ftpd_logs" Type: "FTP Server Logs" Retrieval: Manual Download

13. "gui_logs" Type: "HTTP Logs" Retrieval: Manual Download

14. "mail_logs" Type: "IronPort Text Mail Logs" Retrieval: Manual Download

15. "reportd_logs" Type: "Reporting Logs" Retrieval: Manual Download

16. "reportqueryd_logs" Type: "Reporting Query Logs" Retrieval: Manual Download

17. "scanning" Type: "Scanning Logs" Retrieval: Manual Download

18. "slbld_logs" Type: "Safe/Block Lists Logs" Retrieval: Manual Download

19. "sntpd_logs" Type: "NTP logs" Retrieval: Manual Download

20. "status" Type: "Status Logs" Retrieval: Manual Download

21. "system_logs" Type: "System Logs" Retrieval: Manual Download

22. "trackerd_logs" Type: "Tracking Logs" Retrieval: Manual Download

23. "updater_logs" Type: "Updater Logs" Retrieval: Manual Download

Enter the number of the log you wish to tail.

[]> 19

Press Ctrl-C to stop.

Mon Feb 21 12:25:10 2011 Info: PID 274: User system commit changes: Automated Update for
Quarantine Delivery Host

Mon Feb 21 23:18:10 2011 Info: PID 19626: User admin commit changes:

Mon Feb 21 23:18:10 2011 Info: PID 274: User system commit changes: Updated filter logs
config

Mon Feb 21 23:46:06 2011 Info: PID 25696: User admin commit changes: Receiving
suspended.

^Cmail3.example.com>
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ホストキーの設定

logconfig -> hostkeyconfigサブコマンドを使用して、Eメールセキュリティアプライアンスか
ら他のサーバにログをプッシュするときに、SSHで使用するホストキーを管理します。SSHサー
バには、秘密キーと公開キーの 2つのホストキーが必要です。秘密ホストキーは SSHサーバに
あり、リモートマシンから読み取ることはできません。公開ホストキーは、SSHサーバと対話す
る必要のある任意のクライアントマシンに配信されます。

ユーザキーを管理するには、セキュアシェル（SSH）キーの管理, （968ページ）を参照して
ください。

（注）

hostkeyconfigサブコマンドによって、次の機能が実行されます。

表 142：ホストキーの管理：サブコマンドのリスト

説明コマンド

（Command）

新しいキーを追加します。新規作成

（New）

既存のキーを変更します。編集

（Edit）

既存のキーを削除します。削除

（Delete）

ホストキーを自動的にダウンロードします。スキャン

（Scan）

キーを表示します。印刷

（Print）

システムホストキーを表示します。これは、リモートシステムの「known_hosts」
ファイルに配置される値です。

ホスト

システムホストキーのフィンガープリントを表示します。Fingerprint

リモートマシンにログをプッシュするシステムアカウントの公開キーを表示しま

す。これは、SCPプッシュサブスクリプションを設定するときに表示されるキー
と同じです。これは、リモートシステムの「authorized_keys」ファイルに配置され
る値です。

ユーザ

（User）
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次の例では、AsyncOSによってホストキーがスキャンされ、ホスト用に追加されます。
mail3.example.com> logconfig

Currently configured logs:

[ list of logs ]

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new log.

- EDIT - Modify a log subscription.

- DELETE - Remove a log subscription.

- SETUP - General settings.

- LOGHEADERS - Configure headers to log.

- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.

[]> hostkeyconfig

Currently installed host keys:

1. mail3.example.com ssh-dss [ key displayed ]

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new key.

- EDIT - Modify a key.

- DELETE - Remove a key.

- SCAN - Automatically download a host key.

- PRINT - Display a key.

- HOST - Display system host keys.

- FINGERPRINT - Display system host key fingerprints.

- USER - Display system user keys.

[]> scan

Please enter the host or IP address to lookup.

[]> mail3.example.com

Choose the ssh protocol type:

1. SSH1:rsa

2. SSH2:rsa

3. SSH2:dsa

4. All

[4]>

SSH2:dsa

mail3.example.com ssh-dss

[ key displayed ]

SSH2:rsa

mail3.example.com ssh-rsa
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[ key displayed ]

SSH1:rsa

mail3.example.com 1024 35

[ key displayed ]

Add the preceding host key(s) for mail3.example.com? [Y]>

Currently installed host keys:

1. mail3.example.com ssh-dss [ key displayed ]

2. mail3.example.com ssh-rsa [ key displayed ]

3. mail3.example.com 1024 35 [ key displayed ]

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new key.

- EDIT - Modify a key.

- DELETE - Remove a key.

- SCAN - Automatically download a host key.

- PRINT - Display a key.

- HOST - Display system host keys.

- FINGERPRINT - Display system host key fingerprints.

- USER - Display system user keys.

[]>

Currently configured logs:

[ list of configured logs ]

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new log.

- EDIT - Modify a log subscription.

- DELETE - Remove a log subscription.

- SETUP - General settings.

- LOGHEADERS - Configure headers to log.

- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.

[]>
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第 41 章

クラスタを使用した中央集中型管理

この章は、次の項で構成されています。

• クラスタを使用した中央集中型管理の概要, 1167 ページ

• クラスタの要件, 1168 ページ

• クラスタの構成, 1169 ページ

• クラスタの作成とクラスタへの参加, 1171 ページ

• クラスタの管理, 1177 ページ

• GUIでのクラスタの管理, 1183 ページ

• クラスタ通信, 1186 ページ

• クラスタ化されたアプライアンスの設定のロード, 1191 ページ

• ベストプラクティスとよく寄せられる質問, 1193 ページ

クラスタを使用した中央集中型管理の概要
シスコの中央集中型管理機能を使用して複数のアプライアンスを同時に管理、設定することによ

り、管理に要する時間を短縮し、ネットワーク全体で設定の一貫性を確保することができます。

複数のアプライアンスを管理するためにハードウェアを追加購入する必要はありません。中央集

中型管理機能によって、ネットワーク内の信頼性、柔軟性、およびスケーラビリティが向上し、

ローカルポリシーを順守しながらグローバルな管理を行うことができます。

クラスタとは、設定情報を共有する一連のマシンのことです。クラスタの内部では、マシン（Cisco
アプライアンス）がグループに分割されます。どのクラスタにも1つ以上のグループがあります。
個々のマシンは、必ずいずれかのグループのメンバになります。管理者ユーザは、システムのさ

まざまな要素をクラスタ単位、グループ単位、またはマシン単位で設定できます。これにより、

Ciscoアプライアンスを、ネットワーク、地域、部署、または論理的な関係に基づいて分割できま
す。
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クラスタはピアツーピアアーキテクチャで実装されるため、クラスタ内にマスター/スレーブの関
係は存在しません。どのマシンにログインしても、クラスタの制御と管理を行うことができます。

（ただし、一部のコンフィギュレーションコマンドは制限されます。制限コマンド, （1182ペー
ジ）を参照してください）。

ユーザデータベースはクラスタ内のすべてのマシン間で共有されます。つまり、ユーザのセット

と管理者（および対応するパスフレーズ）はクラスタ全体で 1つしか存在しません。クラスタに
参加するすべてのマシンは 1つの管理者パスフレーズを共有します。これをクラスタの管理パス
フレーズと呼びます。

1つのクラスタに 20を超えるアプライアンスがあると、クラスタの通信におけるエラーの原
因となる可能性があります。

（注）

クラスタの要件
•クラスタ内の各マシンには、DNSで解決可能なホスト名が必要です。代わりに IPアドレス
を使用することもできますが、両者を混在させることはできません。

DNSとホスト名の解決,（1187ページ）を参照してください。クラスタの通信は、通常、マシ
ンの DNSホスト名を使って開始されます。

• 1つのクラスタは、全体として同じバージョンの AsyncOSを実行しているマシンで構成され
ている必要があります。

クラスタのメンバをアップグレードする方法については、クラスタ内のマシンのアップグ

レード, （1180ページ）を参照してください。

•各マシンは、SSH（通常はポート 22）とCluster Communication Service（CCS）のいずれかを
使ってクラスタに参加できます。

クラスタ通信, （1186ページ）を参照してください。

•クラスタに参加したマシンは、SSHまたはCCS経由で通信できます。使用するポートは設定
可能です。SSHは通常ポート 22上でイネーブルになっており、CCSはデフォルトでポート
2222上でイネーブルになっていますが、どちらのサービスも別のポートに設定できます。

アプライアンスに対して開く必要がある通常のファイアウォールポートに加えて、クラスタ

化されたマシンが CCS経由で通信する場合は、各マシンが CCSポート経由で相互に接続で
きる必要があります。クラスタ通信, （1186ページ）を参照してください。

•マシンのクラスタの作成、クラスタへの参加、およびクラスタの設定を行うには、CLI（コ
マンドラインインタフェース）の clusterconfigコマンドを使用する必要があります。

クラスタを作成した後は、クラスタ以外の設定を GUIまたは CLIから管理できます。

クラスタの作成とクラスタへの参加,（1171ページ）およびGUIでのクラスタの管理,（1183
ページ）を参照してください。
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•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。

または

クラスタを作成したりそれに参加したりする前に、Eメールセキュリティアプライアンスで
二要素認証を無効にします。詳細については、二要素認証の無効化,（962ページ）を参照し
てください。

クラスタの構成
クラスタでは、設定情報が 3つのグループ（レベル）に分かれています。最上位レベルはクラス
タの設定、中位レベルはグループの設定、最下位レベルはマシンごとの設定をそれぞれ表します。

図 77：クラスタのレベル階層

各レベルには、設定が可能なメンバが 1つ以上存在します。これらをモードと呼びます。モード
は特定のレベルに含まれる名前の付いたメンバを表します。たとえば、「usa」グループは図に示
した 2つのグループモードの 1つです。レベルは一般的な用語ですが、モードは具体的なものを
示します。モードは常に名前で参照されます。上の図に示されているクラスタは、6つのモード
を持っています。

設定は特定のレベルで設定されますが、それらは常に特定のモードに対して設定されます。すべ

てのモードに対する設定を 1つのレベルで設定する必要はありません。クラスタモードは特別な
ケースです。クラスタは 1つしか存在しないため、クラスタモードの設定はすべてクラスタレベ
ルで設定されると言えます。

通常、ほとんどの設定はクラスタレベルで設定する必要があります。ただし、下位レベルで個別

に設定された設定は上位レベルで設定された設定よりも優先されます。したがって、クラスタ

モードの設定をグループモードやマシンモードの設定で上書きできます。

たとえば、最初にクラスタモードでグッドネイバーテーブルを設定し、クラスタ内のすべての

マシンでその設定を使用するとします。次に、このテーブルをマシンモードでマシン newyork用
に設定します。この場合、クラスタ内の他のすべてのマシンは引き続きクラスタレベルで定義さ

れたグッドネイバーテーブルを使用しますが、マシン newyorkはクラスタの設定をマシンモー
ドの個別の設定で上書きします。
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特定のグループやマシン用にクラスタの設定を上書きする機能によって、非常に柔軟な設定が可

能になります。ただし、多くの設定をマシンモードで個別に設定すると、クラスタの当初の目的

である管理のしやすさが大きく損なわれます。

初期設定

ほとんどの機能については、新しいモードで設定を始めたときのデフォルトの初期設定は空です。

設定が空であることとモードの設定が存在しないことは明確に区別されます。例として、1つの
グループと 1台のマシンからなる非常に簡単なクラスタを考えます。LDAPクエリーがクラスタ
レベルで設定されているとします。グループレベルとマシンレベルでは何も設定されていませ

ん。

(ldap queries: a, b, c)クラスタ

グループ

マシン（Machine）

ここで、グループに対して新しい LDAPクエリーの設定を作成したとします。その結果は次のよ
うになります。

(ldap queries: a, b, c)クラスタ

(ldap queries: None)グループ

マシン（Machine）

すると、クラスタレベルの設定がグループレベルの設定で上書きされますが、新しいグループ設

定は初期状態では空です。グループモードには、独自に設定された LDAPクエリーが実際には存
在しません。このグループ内のマシンは、この「空の」LDAPクエリーをグループから継承しま
す。

次に、このグループに次のような LDAPクエリーを追加します。

(ldap queries: a, b, c)クラスタ

(ldap queries: d)グループ

マシン（Machine）

これで、クラスタレベルで設定されたクエリーとは別に、グループにもクエリーが設定されまし

た。マシンはグループのクエリーを継承します。
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クラスタの作成とクラスタへの参加
クラスタの作成とクラスタへの参加は、グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）からはで
きません。クラスタの作成、クラスタへの参加、およびクラスタの設定を行うには、コマンドラ

インインターフェイス（CLI）を使用する必要があります。クラスタの作成後は、GUIと CLIの
どちらからも設定を変更できます。

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。

または

クラスタを作成したりそれに参加したりする前に、Eメールセキュリティアプライアンスで
二要素認証を無効にします。詳細については、二要素認証の無効化, （962ページ）を参照し
てください。

注意

clusterconfig コマンド
マシン上でクラスタの作成やクラスタへの参加を行うには、clusterconfigコマンドを使用しま

す。

•新しいクラスタを作成すると、そのクラスタのすべての初期設定はそのクラスタを作成した
マシンから継承されます。マシンがすでに「スタンドアロン」モードで設定されている場合

は、クラスタを作成したときにそのスタンドアロンの設定が使用されます。

•マシンがクラスタに参加すると、そのマシンのすべてのクラスタ化可能な設定がクラスタ
レベルから継承されます。つまり、そのマシン固有の設定（IPアドレスなど）を除くすべて
の設定が消失し、そのマシンが参加したクラスタ、グループ、またはその両方の設定に置き

換わります。マシンがすでに「スタンドアロン」モードで設定されている場合は、クラスタ

を作成するときにそのスタンドアロンの設定が使用され、マシンレベルの設定は保持されま

せん。

現在のマシンがまだクラスタに含まれていない場合は、clusterconfigコマンドを実行すると、既

存のクラスタに参加するか、新しいクラスタを作成するかのオプションが表示されます。

この時点で、新しいクラスタにマシンを追加できます。これらのマシンは、SSHまたはCCSを使
用して通信できます。

newyork.example.com> 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.
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[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> americas

New cluster committed: Wed Jun 22 10:02:04 2005 PDT

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

Cluster americas

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.

- LISTDETAIL - List the machines in the cluster with detail.

- 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.

[]>

既存のクラスタへの参加

既存のクラスタに参加するには、クラスタに追加するホスト上で clusterconfigコマンドを実行し
ます。SSHと CCSのどちらを使用してクラスタに参加するかを選択できます。

既存のクラスタにホストを参加させるには、次の要件を満たす必要があります。

•クラスタ内のマシンの SSHホストキーを検証できること

•クラスタ内のマシンの IPアドレスを知っており、そのマシンに（SSHや CCS経由で）接続
できること

•クラスタに属するマシン上の管理ユーザの管理者パスフレーズを知っていること

SSH を使った既存クラスタへの参加
次の表に、SSHオプションを使ってマシン「losangeles.example.com」をクラスタに追加する例を
示します。

losangeles.example.com> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.
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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)

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

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> IP address is entered

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

[22]> 22

Enter the admin passphrase for the cluster.
The administrator passphrase for the clustered machine is entered

Please verify the SSH host key for IP address:

Public host key fingerprint: xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

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 americas

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.

- LISTDETAIL - List the machines in the cluster with detail.

- 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.

[]>
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(Cluster americas)>

CCS を使った既存クラスタへの参加
SSHを使用できない場合は、代わりにCCSを使用します。CCSの唯一の利点は、そのポートでは
クラスタ通信しか行われない（ユーザログインやSCPなどは行われない）ことです。CCSを使っ
て既存のクラスタにマシンを追加するには、clusterconfigの prepjoinサブコマンドを使ってクラ

スタに追加するマシンの準備を行います。次の例では、マシン「newyork」上で prepjoinコマン

ドを実行して、クラスタに追加するマシン「losangeles」の準備を行っています。

prepjoinコマンドを実行してから、クラスタに追加するホストのCLIで「clusterconfig prepjoin

print」と入力し、現在クラスタに含まれているホストのコマンドラインにキーをコピーすること

により、クラスタに追加するホストのユーザキーを取得します。

マシンがクラスタに追加された後は、clusterconfigコマンドを使ってクラスタのさまざまな設定

が可能です。

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.

- LISTDETAIL - List the machines in the cluster with detail.

- 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.

[]> prepjoin

Prepare Cluster Join Over CCS

No host entries waiting to be added to the cluster.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new host that will join the cluster.

[]> new

Enter the hostname of the system you want to add.

[]> losangeles.example.com

Enter the serial number of the host mail3.example.com.

[]> unique serial number is added

Enter the user key of the host losangeles.example.com. This can be obtained by typing
"clusterconfig prepjoin print" in the CLI on mail3.example.com. Press enter on a blank
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line to finish.

unique user key from output of prepjoin print is pasted

Host losangeles.example.com added.

Prepare Cluster Join Over CCS

1. losangeles.example.com (serial-number)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new host that will join the cluster.

- DELETE - Remove a host from the pending join list.

[]>

(Cluster Americas)> clusterconfig

Cluster americas

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.

- LISTDETAIL - List the machines in the cluster with detail.

- 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.

[]>

事前共有キーによる SSH を使った既存クラスタへの参加
次の表は、事前共有キーを使用してSSH経由でマシン（testmachine.example.com）を（test_cluster）
クラスタに参加させる方法を示しています。

testmachine.example.com> 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
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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)

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

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> IP address entered

Enter the remote port to connect to. The 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]> yes

To join this appliance to a cluster using pre-shared keys, log in to the cluster machine,
run the clusterconfig > prepjoin > command, enter the
following details, and commit your changes.
Host: pod1226-esa07.ibesa
Serial Number: 42291A18D741EDB4C601-BC14E5579F34
User Key:

ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJ6Xm+ja4aau9n4DOcJs/gGwEDEUWgERYchhgWApKt6IW+s58I7knGM81rQgQbNdNCO58D
EqaVGmP0Vyb0TTpgvh6f0mr80OuTgWh9bqg4uiOJvbKvlTvDt0o7//mTklm159zr2KT/qFH+9L5i+8iIMX62R5y+a
6E8JV0BrJCNAAAAFQCmK+WOu9HSribsC0f/5dVoADdxEwAAAIA5p7NR74rlSrs0JWWYItNAtE1SamAN+gqCOdUWGPPHT
qdrtBIlPQ9tfFoThZElqY4Tx8lku9laasoRLruQ2Z36R3bQGzIn4jzQqujvvbxTvLK9eLoSr8yFbEE3ZvuUo0+vhDn
LIDX2N65AQSQsTaOrKX+yQZ8yAVt48CsctpsDrgAAAIAVROGlWoSl8g3FFm2eRTa+/oZ+cMjv+pSZiZoiUCoaIlouc
u1ZDpN413QBnf6p/3D8wVD8m5uo8O4N/HXasAMektZvGoP4Sf+shItPuISRv3lrMTEYsD0sqVcMc7vIXUeD2jpOk7MB
ooVkTZB/rdTbNMfXrhDkNJ2IAPQQiUKVnw==

Before you proceed to the next step, make sure you add the ‘Host’, Serial Number’ and ‘User
Key’
details to the cluster machine.

Would you like to continue? [Y]> yes

Joining cluster group Main_Group.

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

Cluster test_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.

- LISTDETAIL - List the machines in the cluster with detail.
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- 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 test_cluster)>

グループの追加

すべてのクラスタには 1つ以上のグループが含まれている必要があります。新しいクラスタを作
成すると、「Main_Group」という名前のデフォルトのグループが自動的に作成されます。しかし、
クラスタ内に追加のグループを作成することもできます。次の例は、既存のクラスタ内に追加の

グループを作成し、そのグループにマシンを割り当てる方法を示しています。

ステップ 1 clusterconfigコマンドを実行します。
ステップ 2 addgroupサブコマンドを選択し、新しいグループの名前を入力します。
ステップ 3 setgroupサブコマンドを使用して、新しいグループに割り当てるマシンを選択します。

クラスタの管理

CLI でのクラスタの管理
クラスタに含まれるマシンでは、CLIを異なるモードに切り替えることができます。モードはあ
るレベルに含まれる特定の（名前の付いた）メンバを表していることを思い出してください。

CLIのモードに応じて、設定が変更される正確な場所が決まります。デフォルトは、ユーザがロ
グインしたマシン（「ログインホスト」）を示す「マシン」モードです。

別のモードに切り替えるには、clustermodeコマンドを使用します。
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表 143：クラスタの管理

説明コマンドの例

クラスタモードへの切り替えを確認するプロン

プトが表示されます。
clustermode

グループ「northamerica」用のグループモード
に切り替わります。

clustermode group northamerica

マシン「losangeles」用のマシンモードに切り
替わります。

clustermode machine losangeles.example.com

CLIプロンプトの表示が現在のモードに変わります。

(Cluster Americas)>

または

(Machine losangeles.example.com)>

マシンモードでは、プロンプトにマシンの完全修飾ドメイン名が表示されます。

設定のコピーと移動

すべての非制限コマンド（制限コマンド, （1182ページ）を参照）に、新しい操作として
CLUSTERSHOWと CLUSTERSETが追加されました。CLUSTERSHOWは、コマンド設定のモー
ドを表示するときに使用します（新たに追加された操作,（1181ページ）を参照）。CLUSTERSET
操作は、（現在のコマンドで設定できる）現在の設定をモード間またはレベル間で（たとえば、

あるマシンからあるグループへ）移動またはコピーするときに使用します。

コピーすると、現在のモードの設定が保持されます。移動すると、現在のモードの設定がリセッ

ト（クリア）されます。つまり、移動した後は、現在のモードに設定が設定されなくなります。

たとえば、（destconfigコマンドで）グループ northamericaにグッドネイバーテーブルを設定し、
クラスタ全体にこの設定を適用する場合は、destconfigコマンド内で clusterset操作を使って現在の
設定をクラスタモードにコピー（または移動）できます。（新しい設定の実験, （1179ページ）
を参照）。
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設定を移動またはコピーするときは、依存関係に矛盾が生じないように注意してください。た

とえば、免責事項のスタンプが設定されたリスナーを別のマシンに移動またはコピーしても、

その新しいマシンに同じ免責事項が設定されていない場合、新しいマシンでは免責事項のスタ

ンプがイネーブルになりません。

注意

新しい設定の実験

クラスタの最も効果的な使用方法の 1つは、新しい設定を実験することです。まず、分離された
環境で、マシンモードでの変更を行います。次に、設定に問題がなければ、設定変更を上位のク

ラスタモードに移動し、すべてのマシンに適用します。

次の例は、あるマシンでリスナーの設定を変更し、準備ができたらその設定をクラスタの残りの

マシンにパブリッシュする手順を示しています。通常、リスナーはクラスタレベルで設定される

ため、この例では最初に設定をあるマシンのマシンモードに格下げしてから、設定の変更を行

い、テストしています。このような実験的な変更は、クラスタ内の他のマシンで同じ変更を行う

前に、1つのマシン上でテストする必要があります。

ステップ 1 clustermode clusterコマンドを使ってクラスタモードに変更します。
clustermodeコマンドは、モードをクラスタ、グループ、およびマシンレベルに変更するときに使用する
CLIコマンドです。

ステップ 2 listenerconfigを実行して、クラスタに設定されたリスナーの設定を表示します。
ステップ 3 実験するマシンを選び、clustersetコマンドを使って設定をクラスタから「下位の」マシンモードにコピー

します。

ステップ 4 次のように clustermodeコマンドを使って実験マシンのマシンモードに移行します。
clustermode machine newyork.example.com

ステップ 5 実験マシンのマシンモードで listenerconfigコマンドを実行し、実験マシンに固有の変更を行います。
ステップ 6 変更を確定します。

ステップ 7 実験マシン上で設定変更の実験を続行し、必ず変更を確定します。

ステップ 8 新しい設定を他のすべてのマシンに適用する準備ができたら、clustersetコマンドを使って設定を上位のク
ラスタモードに移動します。

ステップ 9 変更を確定します。

クラスタからの脱退（削除）

マシンをクラスタから永続的に削除するには、clusterconfigの REMOVEMACHINE操作を使用し
ます。マシンをクラスタから永続的に削除すると、その設定は「平板化」され、そのマシンはク

ラスタに含まれていたときと同じように動作します。たとえば、クラスタモードのグローバル配
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信停止テーブルしかない場合にマシンをクラスタから削除すると、そのグローバル配信停止テー

ブルのデータがマシンのローカル設定にコピーされます。

クラスタ内のマシンのアップグレード

クラスタには、異なるバージョンの AsyncOSを実行しているマシンを接続できません。

AsyncOSのアップグレードをインストールする前に、clusterconfigコマンドを使ってクラスタ内の
各マシンを切断する必要があります。すべてのマシンをアップグレードしたら、clusterconfigコマ
ンドを使ってクラスタを再接続します。マシンを同じバージョンにアップグレードする間は、2
つのクラスタを別個に稼働させることができます。また、GUIの [アップグレード（Upgrades）]
ページでクラスタ化されたマシンをアップグレードすることもできます。

バックグラウンドでアップグレードをダウンロードできるため、アップグレードをインストール

する準備が整うまで、クラスタ内のマシンを切断する必要はありません。

クラスタから個々のマシンを切断する前にアップグレードコマンドを使用すると、AsyncOS
によってクラスタ内のすべてのマシンが切断されます。マシンをアップグレードする前に、各

マシンをクラスタから切断することを推奨します。各マシンを切断してアップグレードしてい

る間、他のマシンは引き続きクラスタとして動作します。

（注）

ステップ 1 クラスタ内のマシン上で、clusterconfigの disconnect操作を使用します。たとえば、マシン
losangeles.example.comを切断するには、clusterconfig disconnect losangeles.example.comと入力します。commit
は必要ありません。

ステップ 2 必要に応じて、suspendlistenerコマンドを使ってアップグレード処理中の新しい接続やメッセージの受信
を停止します。

ステップ 3 upgradeコマンドを実行して、AsyncOSを新しいバージョンにアップグレードします。
クラスタ内のマシンをすべて切断するように求める警告または確認メッセージは無視してくだ

さい。マシンがすでに切断されているため、この時点で AsyncOSによってクラスタ内の他のマ
シンが切断されることはありません。

（注）

ステップ 4 マシンの AsyncOSのバージョンを選択します。アップグレードが完了すると、マシンが再起動します。
ステップ 5 アップグレードされたマシン上で resumeコマンドを使って新しいメッセージの受信を開始します。
ステップ 6 クラスタ内のマシンごとにステップ 1～ 5を繰り返します。

クラスタからマシンを切断すると、そのマシンを使って他のマシンの設定を変更できなくなり

ます。クラスタの設定を変更することはできますが、設定の同期が取れなくなるため、マシン

が切断されている間は設定を変更しないでください。

（注）

ステップ 7 すべてのマシンをアップグレードした後で、アップグレードされたマシンごとに clusterconfigの reconnect
操作を実行してマシンを再接続します。たとえば、マシン losangeles.example.comを切断するには、
clusterconfig reconnect losangeles.example.comと入力します。クラスタに接続できるのは、同じバージョン
の AsyncOSを実行しているマシンだけです。
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CLI コマンドのサポート

すべてのコマンドがクラスタに対応

AsyncOSのすべての CLIコマンドがクラスタ対応になりました。一部のコマンドは、クラスタ
モードで実行したときの動作がやや異なります。たとえば、次のコマンドをクラスタに含まれる

マシン上で実行すると、コマンドの動作が変更されます。

commit および clearchanges コマンド

commit

commitコマンドは、現在のモードに関係なく、すべての変更をクラスタの 3つのレベルのすべて
で確定します。

commitdetail

commitdetailコマンドは、クラスタ内のすべてのマシンに反映された設定変更の詳細を表示しま
す。

clearchanges

clearchanges（clear）コマンドは、現在のモードに関係なく、すべての変更をクラスタの 3つのレ
ベルのすべてでクリアします。

新たに追加された操作

CLUSTERSHOW

各コマンドに、コマンド設定時のモードを表示する CLUSTERSHOW操作が追加されました。

下位レベルの既存の設定で上書きされる操作を実行するCLIコマンドを入力すると、通知メッセー
ジが表示されます。たとえば、クラスタモードでコマンドを入力すると、次のような通知メッ

セージが表示されることがあります。

Note: Changes to these settings will not affect the following groups and machines
because they are overriding the cluster-wide settings:

East_Coast, West_Coast

facilities_A, facilities_B, receiving_A

グループモードの設定を編集した場合も、同じようなメッセージが表示されます。
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制限コマンド

ほとんどの CLIコマンドとそれに対応するGUIページは、任意のモード（クラスタ、グループ、
マシン）で実行できます。しかし、一部のコマンドとページは 1つのモードだけに制限されてい
ます。

システムインターフェイスには（GUIと CLIのどちらにも）、コマンドが制限されること、およ
びどのように制限されるかが必ず明示されます。コマンドを設定するための適切なモードに簡単

に切り替えることができます。

• GUIでは、[モードを変更（ChangeMode）]メニューまたは [この機能の設定は現在、次で定
義されています：（Settings for this features are currently defined at:）]リンクを使ってモードを
切り替えます。

• CLIでは、clustermodeコマンドを使ってモードを切り替えます。

表 144：クラスタモードに制限されるコマンド

sshconfigclusterconfig

userconfigclustercheck

passwd

上記のコマンドをグループモードまたはマシンモードで実行しようとすると、警告メッセージが

表示され、適切なモードに切り替えることができます。

passwdコマンドは、ゲストユーザが使用できるようにするための特例です。ゲストユーザが
クラスタ内のマシン上で passwdコマンドを実行すると、警告メッセージは表示されず、ユー
ザのモードを変更せずにクラスタレベルのデータに対して操作が行われます。他のすべての

ユーザに対しては、上記の（他の制限されるコンフィギュレーションコマンドと同じ）動作

が行われます。

（注）
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次のコマンドは、マシンモードに制限されます。

suspenddelresumeetherconfigantispamstatus

suspendlistenerresumedelfeaturekeyantispamupdate

techsupportresumelistenerhostrateantivirusstatus

tophostsrollovernowhoststatusantivirusupdate

topinrouteconfiginterfaceconfigbouncerecipients

tracesbstatusldapflushdeleterecipients

versionsetgatewayldaptestdelivernow

vofflushsethostnamenslookupdiagnostic

vofstatussettimequarantineconfigdnsflush

workqueueshutdownratednslistflush

statusrebootdnslisttest

suspendresetcountersdnsstatus

上記のコマンドをクラスタモードまたはグループモードで実行しようとすると、警告メッセージ

が表示され、適切なモードに切り替えることができます。

次のコマンドは、さらにログインホスト（ユーザがログインしているマシン）に制限されます。

これらのコマンドを使用するには、ローカルファイルシステムにアクセスできる必要がありま

す。

表 145：ログインホストモードに制限されるコマンド

アップグレードtailresetconfiglast

whotelnetsupportrequestping

GUI でのクラスタの管理
GUIでは、クラスタの作成、クラスタへの参加、およびクラスタ固有の設定の管理（clusterconfig
コマンドと同等の操作）を行うことはできませんが、クラスタ内のマシンの参照、設定の作成や

削除、およびクラスタ間、グループ間、マシン間での設定のコピーや移動（つまり、clustermode
および clustersetと同等の操作）を行うことができます。
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[受信メールの概要（IncomingMail Overview）]ページは、表示しているメールフローモニタリン
グのデータがローカルマシンに格納されるため、ログインホストに制限されるコマンドの例で

す。別のマシンの [受信メールの概要（Incoming Mail Overview）]レポートを表示するには、その
マシンの GUIにログインする必要があります。

アプライアンス上でクラスタリングがイネーブルになっている場合は、ブラウザのアドレスフィー

ルドの URLに注意してください。この URLには、必要に応じて machine、group、または cluster
という単語が含まれています。たとえば、最初にログインしたときの[受信メールの概要（Incoming
Mail Overview）]ページの URLは次のように表示されます。

https://ホスト名/machine/連番/monitor/incoming_mail_overview

[モニタ（Monitor）]メニューの [受信メールの概要（IncomingMail Overview）]ページと [受信
メールの詳細（Incoming Mail Details）]ページは、ログインマシンに制限されます。

（注）

[メールポリシー（Mail Policies）]、[セキュリティサービス（Security Services）]、[ネットワーク
（Network）]、[システム管理（System Administration）]の各タブには、ローカルマシンに制限さ
れないページが表示されます。[メールポリシー（Mail Policies）]タブをクリックすると、GUI内
の中央集中型管理情報が変更されます。

図 78：GUI の中央集中型管理機能：設定が規定されていない場合

上の図では、このマシンの現在の機能に関する設定がクラスタモードから継承されています。継

承された設定は薄いグレーで表示（プレビュー）されます。これらの設定を保持することも、ク

ラスタレベルの設定をこのマシン用に上書きして変更することも可能です。

継承された設定（プレビュー表示）には、常にクラスタから継承した設定が表示されます。グ

ループレベルとクラスタレベルの間で依存するサービスをイネーブルまたはディセーブルに

するときは注意してください。詳細については、設定のコピーと移動,（1178ページ）を参照
してください。

（注）

[設定を上書き（Override Settings）]リンクをクリックすると、この機能に対応する新しいページ
が表示されます。このページでは、マシンモードの新しい設定を作成できます。デフォルト設定
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をそのまま使用することもできますが、別のモードですでに設定している場合は、それらの設定

をこのマシンにコピーすることもできます。

図 79：GUI の中央集中型管理機能：新しい設定の作成

または、図「GUIの中央集中型管理機能：設定が規定されていない場合」に示すように、この設
定がすでに定義されているモードに移動することもできます。これらのモードは、中央集中型管

理ボックスの下部にある [この機能の設定は現在、次で定義されています：（Settings for this feature
are currently defined at:）]に表示されます。ここには、設定が実際に規定されているモードだけが
表示されます。別のモードで規定された（別のモードから継承された）設定のページを表示する

と、ページ上にそれらの設定が表示されます。

表示されたいずれかのモード（たとえば、図「GUIの中央集中型管理機能：設定が規定されてい
ない場合」に示す [クラスタ：南/北/中央アメリカ（Cluster: Americas）]リンク）をクリックする
と、そのモードの設定を表示して管理できる新しいページが表示されます。

図 80：GUI の中央集中型管理機能：定義された設定

特定のモードで設定を規定すると、中央集中型管理ボックスがすべてのページに最小化された状

態で表示されます。[集約管理オプション（CentralizedManagement Options）]リンクをクリックす
ると、ボックスが展開され、現在のモードで現在のページに関して設定できるオプションのリス

トが表示されます。[設定を管理（ManageSettings）]ボタンをクリックすると、現在の設定を別の
モードにコピーまたは移動したり、設定を完全に削除したりできます。

たとえば、次の図では、[集約管理オプション（CentralizedManagement Options）]リンクがクリッ
クされ、設定可能なオプションが表示されています。

図 81：GUI の中央集中型管理機能：設定の管理
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ボックスの右側には [モードを変更（Change Mode）]メニューが表示されます。このメニューに
は現在のモードが表示され、このメニューを使っていつでも他のモード（クラスタ、グループ、

またはマシン）に移動できます。

図 82：[モードを変更（Change Mode）] メニュー

別のモードを表すページに移動すると、中央集中型管理ボックスの左側にある「モード—」とい
うテキストが一時的に黄色で点滅し、モードが変更されたことを知らせます。

特定のタブに含まれる一部のページは、マシンモードに制限されています。ただし、（現在のロ

グインホストに制限される）[受信メールの概要（Incoming Mail Overview）]ページとは異なり、
これらのページはクラスタ内のどのマシンでも使用できます。

図 83：中央集中型管理機能：マシンに制限される機能

[モードを変更（ChangeMode）]メニューから管理するマシンを選択します。テキストが一時的に
点滅し、モードが変更されたことを知らせます。

クラスタ通信
クラスタ内のマシンは、メッシュネットワークを使って相互に通信します。デフォルトでは、す

べてのマシンが他のすべてのマシンに接続します。1つのリンクが切断されても、他のマシンが
更新を受信できなくなることはありません。

デフォルトでは、クラスタ内のすべての通信が SSHを使って保護されます。各マシンは、ルート
テーブルのコピーをメモリ内に保持し、リンクの切断と確立に応じてメモリ内のテーブルを変更

します。また、クラスタに含まれる他のすべてのマシンに対して定期的に（1分間隔で）「ping」
を実行します。これにより、リンクの最新状態を確認し、ルータやNATがタイムアウトした場合
でも接続を維持します。
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アプライアンスがクラスタモードであり、他のアプライアンスのデータにリモートでアクセ

スする（設定関連ではなく、たとえば隔離内に存在するメッセージを表示したり、レポートの

更新を高速化したりする）計画がある場合、クラスタの再接続が試行され、その結果、アラー

トやエラーが生成される場合があります。アプライアンスは自動的に再接続されるため、手動

による介入は不要です。

（注）

DNS とホスト名の解決
マシンをクラスタに接続するには、DNSが必要です。クラスタの通信は、通常、（マシン上のイ
ンターフェイスのホスト名ではなく）マシンのDNSホスト名を使って開始されます。ホスト名を
解決できないマシンは、形式的にはクラスタに含まれていても、実際にはクラスタ内の他のマシ

ンと通信できません。

ホスト名がアプライアンス上の SSHまたは CCSをイネーブルにした正しい IPインターフェイス
を指すように、DNSを設定する必要があります。これは非常に重要です。DNSがSSHまたはCCS
をイネーブルにしていない別の IPアドレスを参照すると、ホストが見つかりません。中央集中型
管理では、インターフェイスごとのホスト名ではなく、sethostnameコマンドで設定した「メイン
ホスト名」が使用されます。

IPアドレスを使ってクラスタ内の他のマシンに接続する場合は、接続先のマシンが接続元の IPア
ドレスの逆ルックアップを実行できる必要があります。DNS内にその IPアドレスがないために逆
ルックアップがタイムアウトすると、そのマシンはクラスタに接続できません。

クラスタリング、完全修飾ドメイン名、およびアップグレード

AsyncOSをアップグレードすると、DNSの変更によって接続が失われることがあります。（クラ
スタ内のマシン上のインターフェイスのホスト名ではなく）クラスタ内のマシンの完全修飾ドメ

イン名を変更する必要がある場合は、AsyncOSをアップグレードする前に、sethostnameを使って
ホスト名の設定を変更し、そのマシンのDNSレコードを更新する必要があることに注意してくだ
さい。

クラスタ通信のセキュリティ

Cluster Communication Security（CCS）は、標準の SSHサービスに似たセキュアシェルサービス
です。シスコが CCSを実装したのは、クラスタ通信に標準の SSHを使用することに対する懸念
に応えるためです。マシン間の SSH通信では、同じポートで（管理者などの）通常のログインを
開きます。多くの管理者は、クラスタ化されたマシン上で通常のログインを開くことを好みませ

ん。

ヒント：CCSはデフォルトですが、クラスタ化されたマシン間のポート22の通信がファイアウォー
ルによってブロックされない場合は、CCSをイネーブルにしないでください。クラスタリングで
は、すべてのマシン間でフルメッシュの SSHトンネル（ポート 22上）が使用されます。いずれ
かのマシンですでにCCSをイネーブルにした場合は、クラスタからすべてのマシンを削除し、最
初からやり直してください。クラスタ内の最後のマシンを削除すると、クラスタが削除されます。
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CCSは、管理者が CLIへのログインではなく、クラスタ通信を開始できるように強化されていま
す。デフォルトでは、このサービスはディセーブルです。interfaceconfigコマンドで他のサービス
をイネーブルにするためのプロンプトが表示されたときに、CCSをイネーブルにするかどうかの
選択を求められます。次に例を示します。

Do you want to enable SSH on this interface? [Y]>

Which port do you want to use for SSH?

[22]>

Do you want to enable Cluster Communication Service on this interface?

[N]> y

Which port do you want to use for Cluster Communication Service?

[2222]>

CCSのデフォルトのポート番号は2222です。必要な場合は、これを別の開いている未使用のポー
ト番号に変更できます。マシンの参加が完了し、参加したマシンにクラスタのすべての設定デー

タが適用されると、次の質問が表示されます。

Do you want to enable Cluster Communication Service on this interface? [N]> y

Which port do you want to use for Cluster Communication Service?

[2222]>

クラスタの整合性

「クラスタ対応」のマシンは、クラスタ内の他のマシンへのネットワーク接続を継続的に確認し

ます。この確認は、クラスタ内の他のマシンに対する定期的な「ping」によって行われます。

特定のマシンとの通信の試行がすべて失敗すると、通信を試行したマシンはリモートホストが切

断されたことを示すメッセージをログに記録します。システムはリモートホストがダウンしたこ

とを示すアラートを管理者に送信します。

マシンがダウンしても、確認用の pingは引き続き送信されます。マシンがクラスタのネットワー
クに再び参加すると、それまでオフラインだったマシンが更新をダウンロードできるように、同

期コマンドが実行されます。この同期コマンドは、一方のマシンに含まれる変更がもう一方のマ

シンに含まれるかどうかも判定します。含まれない場合は、それまでダウンしていたマシンが更

新をサイレントでダウンロードします。

切断/再接続
マシンは、クラスタから切断できます。時折、たとえばマシンをアップグレードするために、マ

シンを意図的に切断することがあります。切断は、たとえば停電やソフトウェアまたはハードウェ

アのエラーのために突発的に起きることもあります。1台のアプライアンスがセッションで許可
されている SSH接続の最大数を超えて開こうとする場合も、切断が起きることがあります。クラ
スタから切断されたマシンに直接アクセスしてマシンを設定することはできますが、切断された

マシンを再接続するまでは、クラスタ内の他のマシンに変更が反映されません。
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マシンをクラスタに再接続すると、そのマシンはただちにすべてのマシンに再接続しようとしま

す。

理論的には、クラスタから 2台のマシンを切断した場合、同じような変更が各マシンのローカル
データベースに同時に確定される可能性があります。これらのマシンをクラスタに再接続すると、

これらの変更の同期が試行されます。競合がある場合は、最新の変更が記録されます（他の変更

はすべて破棄されます）。

アプライアンスは、変更されるすべての変数を確定時にチェックします。確定データには、バー

ジョン情報、連番 ID、その他の比較可能な情報が含まれます。変更しようとしているデータが以
前の変更と競合することがわかった場合は、変更を破棄するオプションが表示されます。たとえ

ば、次のようなメッセージが表示されます。

(Machine mail3.example.com)> clustercheck

This command is restricted to "cluster" mode. Would you like to switch to "cluster"

mode? [Y]> y

Checking Listeners (including HAT, RAT, bounce profiles)...

Inconsistency found!

Listeners (including HAT, RAT, bounce profiles) at Cluster enterprise:

mail3.example.com was updated Mon Sep 12 10:59:17 2005 PDT by 'admin' on

mail3.example.com

test.example.com was updated Mon Sep 12 10:59:17 2005 PDT by 'admin' on

mail3.example.com

How do you want to resolve this inconsistency?

1. Force entire cluster to use test.example.com version.

2. Force entire cluster to use mail3.example.com version.

3. Ignore.

[1]>

変更を破棄しなかった場合、変更は（確定されませんが）保持されます。変更を現在の設定に照

らして確認し、その後の処理方法を決めることができます。

また、いつでも clustercheckコマンドを使ってクラスタが正常に動作していることを確認できま

す。

losangeles> clustercheck

Do you want to check the config consistency across all machines in the cluster? [Y]> y

Checking losangeles...

Checking newyork...

No inconsistencies found.
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互いに依存する設定

クラウド Eメールセキュリティアプライアンスでは次の設定を行わないことをお勧めします。

中央集中型管理環境では、互いに依存する設定が異なるモードで設定されることがあります。設

定モデルの高い柔軟性によって複数のモードで設定できるため、個々のマシンでどの設定が使用

されるかは継承の法則に基づいて決まります。しかし、一部の設定は他の設定に依存しており、

依存する設定の適用範囲は同じモードの設定に制限されません。したがって、あるレベルで特定

のマシン用に設定された設定を参照する設定を別のレベルで設定することも可能です。

互いに依存する設定の最も一般的な例は、ページ上の別のクラスタセクションからデータを取得

する選択フィールドに関するものです。たとえば、次の機能をそれぞれ異なるモードで設定でき

ます。

• LDAPクエリーの使用

•ディクショナリまたはテキストリソースの使用

•バウンスプロファイルまたは SMTP認証プロファイルの使用。

中央集中型管理には、制限コマンドと非制限コマンドがあります。（制限コマンド, （1182ペー
ジ）を参照）。非制限コマンドは、通常、クラスタ全体で共有できるコンフィギュレーションコ

マンドです。

listenerconfigコマンドは、クラスタ内のすべてのマシンに設定できるコマンドの例です。非制限
コマンドは、クラスタ内のすべてのマシンに反映できるため、マシンごとにデータを変更する必

要がないコマンドです。

一方、制限コマンドは特定のモードだけに適用されるコマンドです。たとえば、ユーザを特定の

マシン用に設定することはできません。ユーザはクラスタ全体に1セットしか設定できません（そ
うしないと、同じログイン名でリモートマシンにログインすることができなくなります）。同じ

ように、メールフローモニタのデータ、システム概要のカウンタ、およびログファイルは、マシ

ン単位でしか保持されないため、これらのコマンドやページはマシンだけに制限する必要があり

ます。

定期レポートはクラスタ全体で同じに設定できますが、レポートの表示はマシン別に行われます。

したがって、GUIの [定期レポート（ScheduledReports）]ページは1つでも、設定はクラスタモー
ドで行い、レポートの表示はマシンモードで行う必要があります。

[システム時刻（System Time）]のページには、settz、ntpconfig、settimeの各コマンドが含まれ、
制限コマンドと非制限コマンドが混在しています。この場合、settimeは（時間の設定がマシンに
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固有のものであるため）マシンモードだけに制限する必要がありますが、settzとntpconfigはクラ
スタモードまたはグループモードで設定できます。

図 84：互いに依存する設定の例

この図では、リスナー「IncomingMail」がマシンレベルでのみ設定された「disclaimer」という名
前のフッターを参照しています。使用可能なフッターリソースのドロップダウンリストには、ク

ラスタでは使用できるのにマシン「buttercup.run」では使用できないフッターが表示されていま
す。このジレンマを解消するには、次の 2つの方法があります。

•フッター「disclaimer」をマシンレベルからクラスタレベルに格上げする

•リスナーをマシンレベルに格下げして、相互依存を解消する

中央集中型管理されたシステムの特長を最大限に活かすためには、1つめの方法を推奨します。
クラスタ化されたマシンの設定を調整するときは、設定間の相互依存に注意してください。

クラスタ化されたアプライアンスの設定のロード
AsyncOSでは、クラスタ化されたアプライアンスにクラスタ設定をロードできます。次のような
シナリオでクラスタ設定をロードできます。

•オンプレミス環境からホスト環境に移行する際に、オンプレミスのクラスタの設定をホスト
環境に移行する場合。

•クラスタ内のアプライアンスがダウンしたまたは廃棄する必要があり、そのアプライアンス
から、クラスタに追加する予定の新しいアプライアンスに設定をロードする場合。

•アプライアンスをクラスタに追加するときに、クラスタ内の既存のアプライアンスの 1つか
ら新しく追加したアプライアンスに設定をロードする場合。

•バックアップ設定をクラスタにロードする場合。
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必要に応じて、クラスタの設定またはアプライアンスの設定を有効なクラスタ設定ファイルから

ロードできます。

スタンドアロンアプライアンスの設定をクラスタ化されたアプライアンスにロードすること

はできません。

（注）

はじめる前に

•有効で完全なXMLコンフィギュレーションファイルがあることを確認します。コンフィギュ
レーションファイルのロード, （979ページ）を参照してください。

•設定のロード先とするアプライアンスの現在の設定のバックアップを作成します。現在の設
定ファイルの保存およびエクスポート, （978ページ）を参照してください。

•セットアップに含める予定のすべてのアプライアンスを使用してクラスタのセットアップを
作成します。クラスタの作成とクラスタへの参加, （1171ページ）を参照してください。

すべてのアプライアンスを1つのグループにまとめることができます。セットアップのクラス
タ通信用インターフェイスの名前と SSHおよび CCS設定が、XMLコンフィギュレーション
ファイルでの設定と同じであることを確認します。

（注）

ステップ 1 [システム管理（System Administration）] > [設定ファイル（Configuration File）]をクリックします。
ステップ 2 [モード（Mode）]ドロップダウンメニューからクラスタを選択します。
ステップ 3 クラスタの設定とアプライアンスの設定のどちらをロードするかに応じて、次のいずれかを実行します。

•クラスタの設定のロード

1 [設定をロード（Load Configuration）]セクションで、ドロップダウンリストから [クラスタ
（Cluster）]を選択します。

2 [ロード（Load）]をクリックしてクラスタの設定をロードします。コンフィギュレーションファ
イルのロード, （979ページ）を参照してください。

3 ロードした設定からクラスタのアプライアンスにグループを割り当て、選択したグループに含ま

れるアプライアンスの設定を対応するアプライアンスにコピーします。[グループ設定（Group
Configuration）]および [アプライアンス設定（ApplianceConfiguration）]ドロップダウンリストを
使用します。

アプライアンスの設定をコピーしない場合は、[アプライアンス設定（Appliance Configuration）]
ドロップダウンリストから [コピー禁止（Don't Copy）]を選択します。

a 設定の内容を確認します。[レビュー（Review）]をクリックします。
b [確認（Confirm）]をクリックします。
c [続行（Continue）]をクリックします。
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•アプライアンスの設定のロード

1 [設定をロード（LoadConfiguration）]セクションで、ドロップダウンリストから [クラスタのアプ
ライアンス（Appliance in cluster）]を選択します。

2 [ロード（Load）]をクリックして設定をロードします。コンフィギュレーションファイルのロー
ド,（979ページ）を参照してください。スタンドアロンアプライアンスの設定をクラスタ化され
たアプライアンスにロードすることはできないことに注意してください。

3 ロードした設定からアプライアンスの設定を選択し、その設定をロードする、クラスタ内の対象

アプライアンスを選択します。ドロップダウンリストを使用します。

4 [OK]をクリックします。
5 [続行（Continue）]をクリックします。
6 アプライアンスの設定を複数のアプライアンスにコピーするには、ステップ a～ eを繰り返しま
す。

ステップ 4 クラスタ化されたアプライアンスのネットワーク設定を確認してから、変更を確定します。

ベストプラクティスとよく寄せられる質問

ベストプラクティス

クラスタを作成すると、現在ログインしているマシンが自動的に最初のマシンとしてクラスタに

追加され、Main_Groupにも追加されます。マシンレベルの設定は、できる限りクラスタレベル
に移動されます。グループレベルの設定は存在せず、マシンレベルに残された設定は、クラスタ

レベルでは意味を成さないのでクラスタ化できません。例として、IPアドレスやライセンスキー
などがあります。

設定はできる限りクラスタレベルに残します。クラスタ内の 1つのマシンにだけ異なる設定が必
要な場合は、そのクラスタ設定をそのマシンのマシンレベルにコピーします。この場合は、設定

を移動しないでください。工場出荷時のデフォルト値がない設定（HATテーブル、SMTPROUTES
テーブル、LDAPサーバプロファイルなど）を移動すると、クラスタ設定を継承するシステムに
空のテーブルが作成され、電子メールが処理されなくなるおそれがあります。

マシンにクラスタ設定を再度継承させるには、CMの設定を管理し、マシンの設定を削除します。
マシンがクラスタ設定を上書きするかどうかは、次のメッセージが表示されたときにわかります。

Settings are defined:

To inherit settings from a higher level: Delete Settings for this feature at this mode.

You can also Manage Settings.

Settings for this feature are also defined at:

Cluster: xxx

または、次のメッセージが表示されます。
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Delete settings from:

Cluster: xxx

Machine: yyyy.domain.com

コピーと移動の違い

コピーする必要がある場合：クラスタに設定を作成し、グループまたはマシンには設定を作成し

ないか、別の設定を作成する場合。

移動する必要がある場合：クラスタには設定を作成せず、グループまたはマシンに設定を作成す

る場合。

適切な CM の設計方法
LIST操作で CMマシンのリストを出力すると、次のように表示されます。

cluster = CompanyName

Group Main_Group:

Machine lab1.example.com (Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX)

Machine lab2.example.com (Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX)

Group Paris:

Machine lab3.example.com (Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX)

Machine lab4.example.com (Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX)

Group Rome:

Machine lab5.example.com (Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX)

Machine lab6.example.com (Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX)

現在変更しているレベルを忘れないように注意してください。たとえば、（RENAMEGROUPを
使って）Main_Groupの名前を変更した場合は、次のように表示されます。

cluster = CompanyName

Group London:

Machine lab1.cable.nu (Serial #: 000F1FF7B3F0-CF2SX51)

...

しかし、最初にグループレベルで Londonのシステムを変更すると、クラスタレベルを基本的な
設定を行うための通常の設定レベルとして使用しなくなるため、このような設定は管理者にとっ

て混乱の元です。

ヒント：グループにクラスタと同じ名前を付けること（クラスタ「London」とグループ「London」
など）は推奨しません。グループ名としてサイト名を使用する場合、クラスタに場所を表す名前

を付けることは推奨しません。

正しい方法は、前述のように、できるだけ多くの設定をクラスタレベルに残すことです。ほとん

どの場合、プライマリサイトや主要なマシン群をMain_Groupに残し、グループを追加のサイト
用に使用してください。これは、両方のサイトを「同等」に扱う場合にも当てはまります。CM
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にはプライマリ/セカンダリサーバやマスター/スレーブサーバがなく、クラスタ化されたすべて
のマシンがピアになることを思い出してください。

ヒント：追加のグループを使用する場合は、マシンをクラスタに追加する前にグループを簡単に

準備できます。

クラスタのセットアップでスパム隔離またはポリシー隔離へアクセスするためのベ

ストプラクティス

ログインしているアプライアンスからクラスタ内の他のアプライアンスのスパム隔離またはポリ

シー隔離にアクセスすると、ログインしているアプライアンスのCPU使用率を過度に増加させる
原因となる場合があります。この状況を回避するには、それぞれのアプライアンスにログインし

て、スパム隔離またはポリシー隔離にアクセスします。

手順：サンプルクラスタの設定

このサンプルクラスタを設定するには、clusterconfigを実行する前に、すべてのマシン上ですべ
ての GUIからログアウトします。プライマリサイトのいずれかのマシン上で clusterconfigを実行
します。次に、他のローカルマシンとリモートマシンのうち、（IPアドレスなどのマシン専用の
設定を除いて）できるだけ多くの設定を共有する必要があるマシンだけをこのクラスタに追加し

ます。clusterconfigコマンドを使ってリモートマシンをクラスタに追加することはできません。
リモートマシン上の CLIを使って clusterconfig（既存のクラスタへの参加）を実行する必要があ
ります。

前述の例では、lab1にログインし、clusterconfigを実行して CompanyNameという名前のクラスタ
を作成しています。同じ要件のマシンは 1つしかないので、lab2にログインし、saveconfigで既存
の設定を保存します（この設定は lab1の設定のほとんどを継承して大幅に変更されます）。次
に、lab2上で clusterconfigを使って既存のクラスタに参加します。他にも同じようなポリシーと設
定を必要とするマシンがこのサイトにある場合は、上記の手順を繰り返します。

CONNSTATUSを実行して、DNSでホスト名が正しく解決されることを確認します。マシンがク
ラスタに追加されると、新しいマシンのほとんどの設定は lab1から継承され、古い設定は消失し
ます。追加されたマシンが運用マシンである場合は、これまでの設定の代わりに新しい設定を使っ

てメールが引き続き処理されるかどうかを予測する必要があります。マシンをクラスタから削除

しても、そのマシンが古い専用の設定に戻ることはありません。

次に、例外となるマシンの数を数えます。例外が 1台しかない場合は、マシンレベルの設定をい
くつか追加すればよく、そのマシン用に追加のグループを作成する必要はありません。そのマシ

ンをクラスタに追加し、設定をマシンレベルにコピーする作業を始めます。このマシンが既存の

運用マシンである場合は、設定をバックアップし、前述のように電子メール処理の変更を検討す

る必要があります。

前述の例のように、例外が 2台以上ある場合は、それらのマシンがクラスタで共有されない設定
を共有するかどうかを判断します。共有する場合は、これらのマシン用のグループを 1つ以上作
成します。共有しない場合は、各マシンでマシンレベルの設定を作成すればよく、追加のグルー

プを作成する必要はありません。
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前述の例では、クラスタにすでに含まれているいずれかのマシン上で CLIの clusterconfigを実行
し、ADDGROUPを選択する必要があります。この作業を 2回行います（Parisに対して 1回、
Romeに対して 1回）。

これで、GUIと CLIを使ってクラスタ用の設定とすべてのグループ（まだマシンがないグループ
も含む）用の設定を作成できます。各マシンのマシン固有の設定を作成できるようになるのは、

マシンをクラスタに追加した後です。

上書き（例外）用の設定を作成する最適な方法は、上位レベル（クラスタなど）から下位レベル

（グループなど）に設定をコピーすることです。

たとえば、クラスタを作成した後の dnsconfigの初期設定は次のようになりました。

Configured at mode:

Cluster: Yes

Group Main_Group: No

Group Paris: No

Group Rome: No

Machine lab2.cable.nu: No

この DNSの設定を「グループにコピー」すると、次のようになります。

Configured at mode:

Cluster: Yes

Group Main_Group: No

Group Paris: Yes

Group Rome: No

Machine lab2.cable.nu: No

ここで、Parisグループレベルの DNSの設定を編集すると、Parisグループの他のマシンはその設
定を継承します。Parisグループ以外のマシンは、マシン固有の設定がない限り、クラスタの設定
を継承します。DNSの設定に加えて、SMTPROUTESの設定もグループレベルで作成するのが一
般的です。

CLIのさまざまなメニューで CLUSTERSET機能を使用するときは、設定をすべてのグループ
にコピーする特別なオプションを使用できます。このオプションはGUIでは使用できません。

完成されたリスナーは、グループまたはクラスタから自動的に継承されるため、通常はクラス

タ内の最初のシステム上でのみリスナーを作成します。これによって管理作業が大幅に軽減さ

れます。ただし、そのためにはグループまたはクラスタ全体でインターフェイスに同じ名前を

付ける必要があります。

ヒント

設定をグループレベルで正しく規定した後は、マシンをクラスタに追加し、このグループに含め

ることができます。これには次の 2つの手順が必要です。

まず、残りの 4つのシステムをクラスタに追加するため、各システム上で clusterconfigを実行し
ます。大きく複雑なクラスタほど、追加処理にかかる時間も長くなり、数分かかることもありま

す。LISTおよび CONNSTATUSサブコマンドを使って追加処理の進行状況をモニタできます。追
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加処理が完了したら、SETGROUPを使ってマシンをMain_Groupから Parisおよび Romeに移動し
ます。クラスタに追加されたすべてのマシンが最初に Parisや Romeの設定ではなくMain_Group
の設定を継承することは避けられません。これは、新しいシステムがすでに稼働中である場合、

メールフローのトラフィックに影響する可能性があります。

試験用マシンを運用マシンと同じクラスタに含めないでください。試験用システムには新しい

クラスタ名を使用してください。これによって、予期しない変更（たとえば、誰かが試験用シ

ステムを変更し、誤って運用メールを消失するなど）に対する防御層が追加されます。

ヒント

GUI でクラスタのデフォルト以外の CM 設定を使用する場合のオプションの要約
設定の上書き（デフォルトの設定から開始）。たとえば、SMTPROUTES設定のデフォルトの設
定は空のテーブルであり、テーブルを最初から作成できます。

設定の上書き（ただし、クラスタ「xxx」またはグループ「yyy」から現在継承している設定のコ
ピーから開始）。たとえば、SMTPROUTESテーブルの新しいコピーをグループレベルで使用で
きます。このテーブルは、初期状態ではクラスタのテーブルとまったく同じです。（SETGROUP
で）同じグループに追加されたすべての Ciscoアプライアンスにこのテーブルが適用されます。
このグループに含まれないマシンでは、引き続きクラスタレベルの設定が使用されます。この独

立したテーブルで SMTPROUTESを変更しても、他のグループ、クラスタの設定を継承するマシ
ン、および個々のマシンレベルで設定が規定されているマシンには影響しません。これが最も一

般的な選択です。

中央集中型管理オプションのサブメニューである [設定を管理（ManageSettings）]。このメニュー
では、上記のように設定をコピーできますが、設定を移動または削除することもできます。

SMTPROUTESをグループまたはマシンレベルに移動すると、ルートテーブルはクラスタレベル
では空になり、より具体的なレベルに存在することになります。

[設定を管理（Manage Settings）]。同じ SMTPROUTESの例で削除オプションを使用した場合も、
クラスタの SMTPROUTESテーブルが空になります。SMTPROUTESをグループレベルまたはマ
シンレベルですでに設定している場合は、これで問題ありません。クラスタレベルの設定を削除

し、グループまたはマシンの設定だけに依存することは推奨しません。クラスタ全体の設定は、

新しく追加したマシンに対するデフォルトとして有用であり、これを保持することによって、管

理する必要があるグループまたはサイトの設定の数が 1つ減ります。

セットアップと設定に関する質問

Q：これまでスタンドアロンとして設定されていたマシンがあり、既存のクラスタに参加しまし
た。これまでの設定はどうなりますか。

A：マシンがクラスタに参加すると、そのマシンのすべてのクラスタ化可能な設定がクラスタレ
ベルから継承されます。クラスタに参加した時点で、ローカルで設定されたネットワーク以外の

設定は消失し、クラスタや関連するグループの設定で上書きされます。（これにはユーザ/パスフ
レーズのテーブルも含まれ、パスフレーズとユーザはクラスタ内で共有されます）。
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Q：クラスタ化されたマシンがあり、それをクラスタから（永続的に）削除しました。これまで
の設定はどうなりますか。

A：マシンをクラスタから永続的に削除すると、その設定階層は「平板化」され、そのマシンは
引き続きクラスタに含まれていたときと同じように動作します。マシンに継承されたすべての設

定が、スタンドアロンとして設定されたマシンに適用されます。

たとえば、クラスタモードのグローバル配信停止テーブルしかない場合にマシンをクラスタから

削除すると、そのグローバル配信停止テーブルのデータがマシンのローカル設定にコピーされま

す。

一般的な質問

Q.中央集中型で管理されるマシンの間でログファイルは集約されますか。

A：いいえ。ログファイルは引き続き個々のマシンごとに保持されます。セキュリティ管理アプ
ライアンスを使って複数のマシンのメールログを集約し、トラッキングやレポート作成に利用で

きます。

Q.ユーザアクセスはどうなりますか。

A：Ciscoアプライアンスはクラスタ全体で 1つのデータベースを共有します。特に、adminアカ
ウント（およびパスフレーズ）は、クラスタ全体で 1つしかありません。

Q.データセンターをクラスタ化するにはどうすればよいですか。

A：データセンターは、それ自体をクラスタにせずに、クラスタ内の「グループ」にするのが理
想的です。しかし、データセンター間で共有する設定が多くない場合は、各データセンターを別

個のクラスタにした方がうまくいく場合があります。

Q.オフラインのシステムを再接続するとどうなりますか。

A.クラスタにシステムを再接続すると、システム間の同期が試行されます。

ネットワークに関する質問

Q.中央集中型管理機能は「ピアツーピア」アーキテクチャと「マスター/スレーブ」アーキテク
チャのどちらですか。

A：すべてのマシンにすべてのマシン用のあらゆるデータ（使用されないマシン固有の設定を含
む）があるため、中央集中型管理機能は「ピアツーピア」アーキテクチャと見なすことができま

す。

Q：ピアにならないようにアプライアンスをセットアップするにはどうすればよいですか。「ス
レーブ」システムを設定する必要があります。

A：このアーキテクチャでは、本物の「スレーブ」マシンは設定できません。しかし、マシンレ
ベルで HTTP（GUI）アクセスと SSH（CLI）アクセスをディセーブルにすることは可能です。こ
のように GUIアクセスや CLIアクセスができないマシンは、clusterconfigコマンドでのみ設定可
能です（つまり、ログインホストではなくなります）。これはスレーブを設定するのに似ていま

すが、ログインアクセスを再度イネーブルにすると、この設定は無効になります。
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Q.複数のセグメント化されたクラスタを作成できますか。

A.クラスタを「島」のように分離することは可能です。実際、たとえばパフォーマンス上の理由
などで、このようなクラスタを作成するのが有益な場合もあります。

Q：クラスタ化されたアプライアンスのうち、1台の IPアドレスとホスト名を再設定したいので
すが、再設定した場合、再起動コマンドを実行できるようになる前に GUI/CLIセッションが終了
しませんか。

A.次の手順に従ってください。

1 新しい IPアドレスを追加します。
2 リスナーを新しいアドレスに移動します。

3 クラスタを脱退します。

4 ホスト名を変更します。

5 どのマシンから表示した clusterconfigの接続リストにも、古いマシン名が表示されないことを
確認します。

6 すべての GUIセッションがログアウトしたことを確認します。
7 （interfaceconfigまたは [ネットワーク（Network）] > [リスナー（Listeners）]を使って）どの
インターフェイスでも CCSがイネーブルになっていないことを確認します。

8 マシンを再びクラスタに追加します。

Q.送信先コントロール機能をクラスタレベルで適用できますか。それともこの機能はローカルマ
シンレベル専用ですか。

A：クラスタレベルでも設定できますが、制限はマシン単位で適用されます。したがって、接続
を 50個に制限すると、クラスタ内のそれぞれのマシンにその制限が設定されます。

計画と設定

Q：クラスタをセットアップするときに、効率を最大限に高め、問題を最小限に抑えるにはどう
すればよいですか。

1 初期の計画

•できるだけ多くの項目をクラスタレベルで設定します。

•例外のみをマシン単位で管理します。

•データセンターが複数ある場合は、たとえば、グループを使ってクラスタ共通でもマシン
固有でもない特性を共有します。

•各アプライアンスのインターフェイスとリスナーに同じ名前を使用します。

2 制限コマンドに注意してください。

3 設定間の相互依存に注意してください。

たとえば、listenerconfigコマンドは、（クラスタレベルでも）マシンレベルにしか存在しない
インターフェイスに依存します。クラスタ内のどのマシンにもマシンレベルのインターフェイ

スが存在しない場合、そのリスナーはイネーブルになります。
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インターフェイスの削除も listenerconfigに影響します。

4 設定に注意してください。

すでに設定されているマシンがクラスタに参加すると、そのマシン単独の設定は消失します。

前に設定した設定の一部を再び適用する場合は、クラスタに参加する前にすべての設定をメモ

してください。

「切断された」マシンは、まだクラスタに含まれています。マシンを再接続すると、オフライ

ン中に行った変更がクラスタの他のマシンと同期化されます。

マシンをクラスタから永続的に削除すると、そのマシンはクラスタのメンバとして持っていた

すべての設定を保持します。しかし、考えを変えて再びそのマシンをクラスタに追加すると、

そのマシンのスタンドアロンの設定はすべて消失します。

saveconfigコマンドを使って設定の記録を取ってください。
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第 42 章

テストとトラブルシューティング

この章は、次の項で構成されています。

• テストメッセージを使用したメールフローのデバッグ：トレース, 1201 ページ

• アプライアンスのテストにリスナーを使用, 1209 ページ

• ネットワークのトラブルシューティング, 1212 ページ

• リスナーのトラブルシューティング, 1218 ページ

• アプライアンスからの電子メール配信のトラブルシューティング, 1219 ページ

• パフォーマンスのトラブルシューティング, 1221 ページ

• Webインターフェイスの外観およびレンダリングの問題, 1223 ページ

• アラートへの応答, 1223 ページ

• ハードウェア問題のトラブルシューティング, 1224 ページ

• アプライアンスの電源のリモートリセット, 1224 ページ

• テクニカルサポートの使用, 1225 ページ

テストメッセージを使用したメールフローのデバッグ：

トレース
[システム管理（System Administration）] > [トレース（Trace）]ページを使用して（CLIの traceコ
マンドと同等）、テストメッセージの送信をエミュレートすることにより、システムを介した

メッセージフローをデバッグできます。[トレース（Trace）]ページ（および traceCLIコマンド）
では、リスナーに受け入れられているようにメッセージをエミュレートし、現在のシステム設定

（コミットしていない変更を含む）によって「トリガー」される、または影響を受ける機能の概

要を出力できます。テストメッセージは実際には送信されません。特に、Ciscoアプライアンス
で使用できる多数の高度な機能を組み合わせると、[トレース（Trace）]ページ（および trace CLI
コマンド）は、強力なトラブルシューティングまたはデバッグツールとなります。
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トレースは、ファイルレピュテーションスキャンのテストには効果がありません。（注）

[トレース（Trace）]ページ（および trace CLIコマンド）では、次の表に示されている入力パラ
メータのプロンプトが表示されますテーブル。

表 146：[トレース（Trace）] ページに対する入力

例説明値

203.45.98.109

2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
リモートドメインの送信元を模倣するた

め、リモートクライアントの IPアドレス
を入力します。これは、インターネット

プロトコルバージョン 4（IPv4）または
バージョン6（IPv6）アドレスを指定でき
ます。

注：traceコマンドを実行すると、IPアド
レスと完全修飾ドメイン名の入力が求め

られます。完全修飾ドメイン名が一致す

るかどうかを確認するための IPアドレス
の逆引きは行われません。traceコマンド
では、完全修飾ドメイン名フィールドを

空白にすることはできないため、DNSが
一致を正しく逆引きしないシナリオはテ

ストできません。

ソース IPアドレス

smtp.example.com模倣する完全修飾リモートドメイン名を

入力します。ヌルのままにすると、送信

元 IPアドレスに対してリバースDNSルッ
クアップが実行されます。

ソース IPアドレス
の完全修飾ドメイン

名

InboundMailテストメッセージの送信をエミュレート

するため、システムに設定されているリ

スナーのリストから選択します。

次の動作をトレース

するリスナー

34SenderBaseネットワークオーナーに固有
の ID番号を入力するか、送信元 IPアドレ
スに関連付けられたネットワークオーナー

IDの検索を指示します。GUIを介して送
信者グループにネットワークオーナーを

追加した場合は、この情報を表示できま

す。

ネットワーク所有者

の組織 ID

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1202

テストとトラブルシューティング

テストメッセージを使用したメールフローのデバッグ：トレース



例説明値

-7.5スプーフィングドメインに与える SBRS
スコアを入力するか、送信元 IPアドレス
に関連付けられたSBRSスコアの検索を指
示します。このパラメータは、SBRSスコ
アを使用するポリシーをテストするとき

に役立ちます。手動で入力したSBRSスコ
アは、Context Adaptive Scanning Engine
（CASE）に渡されないことに注意してく
ださい。詳細については、リスナーの送

信者レピュテーションフィルタリングス

コアのしきい値の編集, （103ページ）を
参照してください。

SenderBaseレピュ
テーションスコア

（SBRSスコア）

admin@example.netテストメッセージのエンベロープ送信者

を入力します。

エンベロープ送信者

joe

frank@example.com
テストメッセージの受信者のリストを入

力します。複数のエントリを指定する場

合は、カンマで区切ります。

エンベロープ受信者

To: 1@example.com

From: ralph

Subject: Test

this is a test message

.

ヘッダーを含む、テストメッセージのメッ

セージ本文を入力します。メッセージ本

文の入力を終了するには、別の行にピリ

オドを入力します。「ヘッダー」は、メッ

セージ本文の一部とみなされるため（空

白行により分割されます）、ヘッダーを

省略したり、不十分な形式が含まれると、

予期しないトレース結果となる可能性が

ある点に注意してください。

メッセージ本文

値を入力したら、[トレースを開始（Start Trace）]をクリックします。メッセージに影響する、シ
ステムに設定されたすべての機能の概要が出力されます。

メッセージ本文は、ローカルファイルシステムからアップロードできます（CLIでは、/configuration
ディレクトリにアップロードしたメッセージ本文を使用してテストできます。Ciscoアプライアン
スにインポートするためにファイルを配置する方法の詳細については、FTP、SSH、および SCP
アクセス, （1257ページ）を参照してください）。

概要が出力されると、生成されたメッセージの確認とテストメッセージの再実行を求められま

す。別のテストメッセージを入力すると、[トレース（Trace）]ページおよび traceコマンドでは、
以前に入力した前掲の表の値が使用されます。
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次の表に示す、traceコマンドによってテストされる設定の各セクションは、順番どおりに実行
されます。この順番は、ある機能の設定が他の機能にどのように影響するかを理解するうえで

非常に役立ちます。たとえば、ドメインマップ機能によって変換される受信者アドレスは、

RATによって評価されるアドレスに影響します。また、RATの影響を受ける受信者は、エイ
リアステーブルによって評価されるアドレスに影響する、というようになります。

（注）

表 147：トレースを実行したときの出力の表示

出力trace コマンドセクション

指定したリスナーに対するホストアクセステーブルの設定が

処理されます。システムからは、入力したリモート IPアドレ
スおよびリモートドメイン名と一致した HAT内のエントリ
が報告されます。デフォルトのメールフローポリシーと送信

者グループ、およびどちらが所定のエントリに一致したかを

確認できます。

Ciscoアプライアンスが（REJECTまたは TCPREFUSEアクセ
スルールを介して）接続を拒否するように設定された場合、

処理中の traceコマンドはその時点で終了します。

HATプロパティの設定の詳細については、定義済みの送信者
グループとメールフローポリシーの理解, （121ページ）を
参照してください。

ホストアクセステーブル

（HAT）およびメールフローポ
リシーの処理

エンベロープ送信者アドレスの処理

これらのセクションには、指定したエンベロープ送信者に対してアプライアンスの設定がどの

ように影響するかが要約されます（つまり、MAIL FROMコマンドがアプライアンスの設定に
よってどのように解釈されるかがわかります）。traceコマンドは、このセクションの前に
「Processing MAIL FROM:」と出力します。

リスナーで、受信するメッセージのデフォルトの送信者ドメ

インを変更するように指定した場合は、エンベロープ送信者

に対するすべての変更がこのセクションに出力されます。

詳細については、電子メールを受信するためのゲートウェイ

の設定, （79ページ）を参照してください。

デフォルトドメイン

メッセージのエンベロープ送信者を変換するように指定した

場合、ここに変更が表示されます。listenerconfig -> edit ->
masquerade -> configサブコマンドを使用して、プライベート
リスナーに対するエンベロープ送信者のマスカレードをイネー

ブルにします。

詳細については、ルーティングおよび配信機能の設定, （685
ページ）を参照してください。

マスカレード
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出力trace コマンドセクション

エンベロープ受信者の処理

これらのセクションでは、指定したエンベロープ受信者に対してアプライアンスがどのように

影響するかの要約を示します（つまり、RCPT TOコマンドがアプライアンスの設定によってど
のように解釈されるかがわかります）。traceコマンドは、このセクションの前に「Processing
Recipient List:」と出力します。

リスナーで、受信するメッセージのデフォルトの送信者ドメ

インを変更するように指定した場合は、エンベロープ受信者

に対するすべての変更がこのセクションに出力されます。

詳細については、電子メールを受信するためのゲートウェイ

の設定, （79ページ）を参照してください。

デフォルトドメイン

ドメインマップ機能によって、受信者アドレスが代替アドレ

スに変換されます。ドメインマップの変更を指定しており、

指定した受信者アドレスが一致した場合は、このセクション

に変換が出力されます。

詳細については、ルーティングおよび配信機能の設定, （685
ページ）を参照してください。

ドメインマップの変換

ポリシーとパラメータのほか、このセクションには、RAT内
のエントリに一致する各エンベロープ受信者が出力されます

（たとえば、リスナーのRATの制限をバイパスするように受
信者が指定された場合など）。

受け入れる受信者の指定の詳細については、電子メールを受

信するためのゲートウェイの設定, （79ページ）を参照して
ください。

受信者アクセステーブル（RAT）

このセクションには、アプライアンスで設定されたエイリア

ステーブル内のエントリに一致する各エンベロープ受信者

（および 1つまたは複数の受信者アドレスへの後続の変換）
が出力されます。

詳細については、ルーティングおよび配信機能の設定, （685
ページ）を参照してください。

エイリアステーブル

Pre-Queueメッセージ操作

ここでは、メッセージの内容を受信した後、ワークキュー上でメッセージがキューから出る前

に、各メッセージにアプライアンスがどのように影響するかを示します。この処理は、最後の

250 okコマンドがリモートMTAに返される前に実行されます。

traceコマンドは、このセクションの前に「Message Processing:」と出力します。
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出力trace コマンドセクション

altsrchostコマンドを実行すると、エンベロープ送信者の完全
アドレス、ドメイン、または名前、あるいは IPアドレスの一
致に基づいて、特定のインターフェイスにメッセージが割り

当てられます。エンベロープ送信者が altsrchostコマンドのエ
ントリに一致すると、その情報がこのセクションに出力され

ます。

この時点で割り当てられた仮想ゲートウェイアドレスは、

メッセージフィルタの処理によって上書きされる可能性があ

ることに注意してください。

詳細については、ルーティングおよび配信機能の設定, （685
ページ）を参照してください。

仮想ゲートウェイ

バウンスプロファイルは、処理中の 3つの時点で適用されま
す。ここが最初のポイントです。リスナーにバウンスプロ

ファイルが割り当てられる場合は、プロセス内のこの時点で

割り当てられます。その情報がこのセクションに出力されま

す。

詳細については、ルーティングおよび配信機能の設定, （685
ページ）を参照してください。

バウンスプロファイル

ワークキュー操作

次の一連の機能は、ワークキュー内のメッセージに対して実行されます。機能が実行されるの

は、クライアントからのメッセージが受け入れられた後、そのメッセージが配信用として宛先

キューに入れられる前です。statusコマンドおよび status detailコマンドにより、「Messages in
Work Queue」が報告されます。

メッセージの [宛先:（To:）]、[差出人:（From:）]、および
[CC:]ヘッダーが（リスナーから入力されたスタティックテー
ブルまたは LDAPクエリーを通じて）マスクされるように指
定した場合は、ここに変更が表示されます。listenerconfig ->
edit -> masquerade -> configサブコマンドを使用して、プライ
ベートリスナーに対してメッセージヘッダーのマスカレード

をイネーブルにします。

詳細については、ルーティングおよび配信機能の設定, （685
ページ）を参照してください。

マスカレード

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1206

テストとトラブルシューティング

テストメッセージを使用したメールフローのデバッグ：トレース



出力trace コマンドセクション

リスナーに対して LDAPクエリーがイネーブルになっている
場合は、このセクションに LDAP許可、再ルーティング、マ
スカレード、およびグループクエリーの結果が出力されま

す。

詳細については、LDAPクエリ, （757ページ）を参照してく
ださい。

LDAPルーティング

システムでイネーブルになっているすべてのメッセージフィ

ルタは、この時点でテストメッセージによって評価されま

す。フィルタごとにルールが評価され、最終結果が「true」の
場合、そのフィルタ内の各アクションが順番に実行されます。

フィルタには他のフィルタがアクションとして含まれている

場合があり、フィルタは無制限にネスティングされます。ルー

ルが「false」と評価され、アクションのリストが else句と関
連付けられている場合、それらのアクションが代わりに評価

されます。このセクションには、順番に処理されたメッセー

ジフィルタの結果が出力されます。

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,
（157ページ）を参照してください。

メッセージフィルタの処理

メールポリシーの処理

メールポリシーの処理セクションには、アンチスパム、アンチウイルス、アウトブレイクフィ

ルタ機能と、指定されたすべての受信者に対する免責事項スタンプ機能が表示されます。複数

の受信者が電子メールセキュリティマネージャの複数のポリシーに一致する場合は、一致する

各ポリシーが次の各セクションに繰り返し表示されます。文字列「Message Going to」は、どの
受信者がどのポリシーと一致するかを定義します。

このセクションには、アンチスパムスキャンの処理対象とし

てフラグが設定されていないメッセージが示されます。メッ

セージがリスナーに対するアンチスパムスキャンによって処

理されることになっている場合、メッセージは処理され、返

された判定が出力されます。Ciscoアプライアンスが、その判
定に基づいてメッセージをバウンスまたはドロップするよう

に設定されている場合は、その情報が出力され、traceコマン
ドの処理は停止します。

（注）システムでアンチスパムスキャンが使用できない場

合、この手順は省略されます。アンチスパムスキャンを使用

できても、ライセンスキーによってイネーブルになっていな

い場合は、その情報もこのセクションに出力されます。

スパム対策, （349ページ）を参照してください。

スパム対策
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出力trace コマンドセクション

このセクションには、アンチウイルススキャンの処理対象と

してフラグが設定されていないメッセージが示されます。メッ

セージがリスナーに対するアンチウイルススキャンによって

処理されることになっている場合、メッセージは処理され、

返された判定が出力されます。感染したメッセージを「クリー

ニング」するように Ciscoアプライアンスが設定されている
場合は、その情報が表示されます。その判定に基づいてメッ

セージをバウンスまたはドロップするように設定されている

場合は、その情報が出力され、traceコマンドの処理は停止し
ます。

（注）システムでアンチウイルススキャンが使用できない場

合、この手順は省略されます。アンチウイルススキャンを使

用できても、ライセンスキーによってイネーブルになってい

ない場合は、その情報もこのセクションに出力されます。

アンチウイルス, （327ページ）

アンチウイルス

システムでイネーブルになっているすべてのコンテンツフィ

ルタは、この時点でテストメッセージによって評価されま

す。フィルタごとにルールが評価され、最終結果が「true」の
場合、そのフィルタ内の各アクションが順番に実行されます。

フィルタには他のフィルタがアクションとして含まれている

場合があり、フィルタは無制限にネスティングされます。こ

のセクションには、順番に処理されたコンテンツフィルタの

結果が出力されます。

コンテンツフィルタ（Content Filters）, （299ページ）を参照
してください。

コンテンツフィルタの処理

このセクションには、アウトブレイクフィルタ機能をバイパ

スする添付ファイルのあるメッセージが示されます。メッセー

ジが受信者に対するアウトブレイクフィルタによって処理さ

れることになっている場合、メッセージは処理され、その評

価が出力されます。アプライアンスが、判定に基づいてメッ

セージを隔離、バウンス、またはドロップするように設定さ

れている場合、その情報が出力されて、処理が停止します。

アウトブレイクフィルタ, （399ページ）を参照してくださ
い。

アウトブレイクフィルタの処理

このセクションには、メッセージにフッターテキストリソー

スが付加されたかどうかが示されます。テキストリソースの

名前が表示されます。テキストリソース, （631ページ）の
メッセージの免責事項スタンプ,（632ページ）を参照してく
ださい。

フッタースタンプ
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出力trace コマンドセクション

配信操作

次の各セクションには、メッセージが配信されるときに発生する動作が示されます。traceコマ
ンドは、このセクションの前に「Message Enqueued for Delivery」と出力します。

traceコマンドの入力として指定した受信者が、グローバル配
信停止機能に示されている受信者、受信者ドメイン、または

IPアドレスに一致すると、未登録の受信者アドレスがこのセ
クションに出力されます。

ルーティングおよび配信機能の設定,（685ページ）を参照し
てください。

ドメインおよびユーザごとのグ

ローバル配信停止

最終結果

すべての処理が出力されると、最終結果が表示されます。CLIでは、「Would you like to see the
resulting message?」という問いに対して yと入力して、結果のメッセージを表示します。

アプライアンスのテストにリスナーを使用
「ブラックホール」リスナーは、メッセージ生成システムをテストし、受信パフォーマンスの簡

単な測定ができます。ブラックホールリスナーには、キューイングおよび非キューイングの 2種
類があります。

•キューイングリスナーは、メッセージをキューに保存しますが、その後メッセージをただち
に削除します。メッセージ生成システムのインジェクション部分全体のパフォーマンスを測

定する場合は、キューイングリスナーを使用します。

•非キューイングリスナーはメッセージを承認した後、保存しないですぐに削除します。メッ
セージ生成システムからアプライアンスまでの接続のトラブルシューティングを行う場合

は、非キューイングリスナーを使用します。

たとえば次の図では、ブラックホールリスナー「C」を作成して、「B」というプライベートリ
スナーをミラーリングします。非キューイング版では、グループウェアクライアントからグルー

プウェアサーバを経由してアプライアンスまでのシステムのパフォーマンスパスをテストしま
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す。キューイング版は、同じ方法およびメッセージをキューに入れて SMTP経由で配信するため
のアプライアンスの機能をテストします。

図 85：エンタープライズゲートウェイに対するブラックホールリスナー

次の例では、listenerconfigコマンドを使用して、管理インターフェイス上でBlackHole_1という名
前のブラックホールキューイングリスナーを作成します。リスナーのためのこのホストアクセ

ステーブル（HAT）は、次のホストからの接続を受け入れるように編集されています。

• yoursystem.example.com

• 10.1.2.29

• badmail.tst

• .tst

最後のエントリである .tstにより、.tstドメイン内にあるすべてのホストから BlackHole_1とい
う名前のリスナーに電子メールを送信できるようになります。

（注）

例
mail3.example.com> listenerconfig

Currently configured listeners:

1. InboundMail (on PublicNet, 192.168.2.1) SMTP Port 25 Public

2. OutboundMail (on PrivateNet, 192.168.1.1) SMTP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.

- EDIT - Modify a listener.

- DELETE - Remove a listener.

- SETUP - Change global settings.

[]> new
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Please select the type of listener you want to create.

1. Private

2. Public

3. Blackhole

[2]> 3

Do you want messages to be queued onto disk? [N]> y

Please create a name for this listener (Ex: "OutboundMail"):

[]> BlackHole_1

Please choose an IP interface for this Listener.

1. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

2. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

3. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)

[1]> 1

Choose a protocol.

1. SMTP

2. QMQP

[1]> 1

Please enter the IP port for this listener.

[25]> 25

Please specify the systems allowed to relay email through the IronPort C60.

Hostnames such as "example.com" are allowed.

Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.

IP addresses, IP address ranges, and partial IP addressed are allowed.

Separate multiple entries with commas.

[]> yoursystem.example.com, 10.1.2.29, badmail.tst, .tst

Do you want to enable rate limiting per host? (Rate limiting defines
the maximum number of recipients per hour you are willing to receive from a remote
domain.) [N]> n

Default Policy Parameters

==========================

Maximum Message Size: 100M

Maximum Number Of Connections From A Single IP: 600

Maximum Number Of Messages Per Connection: 10,000

Maximum Number Of Recipients Per Message: 100,000

Maximum Number Of Recipients Per Hour: Disabled

Use SenderBase for Flow Control: No

Spam Detection Enabled: No
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Virus Detection Enabled: Yes

Allow TLS Connections: No

Allow SMTP Authentication: No

Require TLS To Offer SMTP authentication: No

Would you like to change the default host access policy? [N]> n

Listener BlackHole_1 created.

Defaults have been set for a Black Hole Queuing listener.

Use the listenerconfig->EDIT command to customize the listener.

Currently configured listeners:

1. BlackHole_1 (on Management, 192.168.42.42) SMTP Port 25 Black Hole Queuing

2. InboundMail (on PublicNet, 192.1681.1) SMTP Port 25 Public

3. OutboundMail (on PrivateNet, 192.168.1.1) SMTP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new listener.

- EDIT - Modify a listener.

- DELETE - Remove a listener.

- SETUP - Change global settings.

[]>

commitコマンドを実行して、これらの変更が有効になるようにしてください。（注）

キューイングタイプのブラックホールリスナーを設定して、HATでインジェクションシステム
からの接続を受け入れるよう変更したら、インジェクションシステムを使用して、アプライアン

スへの電子メールの送信を開始します。status、status detail、および rateコマンドを使用して、シ
ステムのパフォーマンスをモニタします。また、グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）
でシステムをモニタすることもできます。詳細については、以下を参照してください。

• CLIを使用したモニタリング, （1052ページ）

• GUIでの他のタスク, （1085ページ）

ネットワークのトラブルシューティング
アプライアンスにネットワーク接続の問題があると思われる場合は、アプライアンスが適切に動

作していることを確認します。
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アプライアンスのネットワーク接続テスト

ステップ 1 システムに接続し、管理者としてログインします。正常にログインできると、次のメッセージが表示され

ます。
Last login: day month date hh:mm:ss from IP address

Copyright (c) 2001-2003, IronPort Systems, Inc.

AsyncOS x.x for Cisco

Welcome to the Cisco Messaging Gateway Appliance(tm)

ステップ 2 statusコマンドまたは status detailコマンドを使用します。

mail3.example.com> status

または

mail3.example.com> status detail

statusコマンドは、電子メール動作についてモニタされる情報のサブセットを返します。返される統計情
報は、カウンタとゲージの2つのカテゴリにグループ化されます。レートなどの電子メールの動作につい
ての全般的なモニタリング情報については、status detailコマンドを使用します。カウンタは、システム内
の各種イベントの現在までの合計を示します。カウンタごとに、そのカウンタのリセット以降、最後のシ

ステム再起動以降、およびシステムの存続期間に発生したイベントの合計数を表示できます。（詳細につ

いては、CLIを使用したモニタリング, （1052ページ）を参照してください）。

ステップ 3 mailconfigコマンドを使用して、機能している既知のアドレスに電子メールを送信します。

mailconfigコマンドによって、アプライアンスで有効な設定のすべてが含まれる、人が読み取ることので

きるファイルが作成されます。このファイルをアプライアンスから機能する既知の電子メールアドレスに

送信して、アプライアンスがネットワークで電子メールを送信できることを確認します。

mail3.example.com> mailconfig

Please enter the email address to which you want to send the
configuration file.

Separate multiple addresses with commas.

[]> user@example.com

Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration without
passphrases will fail when reloaded with loadconfig. [N]> y
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The configuration file has been sent to user@example.com.

mail3.example.com>

トラブルシューティング（Troubleshooting）
アプライアンスがネットワーク上でアクティブであることが確認されたら、次のコマンドを使用

して、ネットワークの問題をピンポイントで特定します。

• netstatコマンドを使用すると、次のようなネットワーク接続（着信と発信の両方）、ルー
ティングテーブル、ネットワークインターフェイスのさまざまな統計情報が表示されます。

◦アクティブなソケットのリスト

◦ネットワークインターフェイスの状態

◦ルーティングテーブルの内容

◦リッスンキューのサイズ

◦パケットトラフィック情報

• diagnostic -> network -> flushコマンドを使用すると、ネットワークに関連するすべての

キャッシュをフラッシュできます。

• diagnostic -> network -> arpshowコマンドを使用すると、システムの ARPキャッシュを表
示できます。

• packetcaptureコマンドを使用すると、コンピュータが接続されているネットワーク上で送
受信されている TCP/IPや他のパケットを傍受して表示できます。

packetcaptureを使用するには、ネットワークインターフェイスとフィルタを設定します。

このフィルタでは、UNIXの tcpdumpコマンドと同じ形式を使用します。パケットの捕捉を

開始するには startを、停止するには stopを使用します。捕捉を停止した後、SCPまたは FTP
を使用して /pub/capturesディレクトリからファイルをダウンロードする必要があります。詳
細については、パケットキャプチャの実行, （1228ページ）を参照してください。

•アプライアンスでネットワーク上にアクティブな接続があり、ネットワーク上の特定のセグ
メントに到達できることを確認するには、動作している既知のホストに対してpingコマンド

を使用します。

pingコマンドを使用すると、アプライアンスからネットワークホストへの接続をテストでき

ます。

mail3.example.com> ping

Which interface do you want to send the pings from?
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1. Auto

2. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

3. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

4. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)

[1]> 1

Please enter the host you wish to ping.

[]> anotherhost.example.com

Press Ctrl-C to stop.

PING anotherhost.example.com (x.x.x.x): 56 data bytes

64 bytes from 10.19.0.31: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.133 ms

64 bytes from 10.19.0.31: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.115 ms

^C

--- anotherhost.example.com ping statistics ---

11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 0.115/0.242/1.421/0.373 ms

pingコマンドを終了するには、Ctrl+Cを使用する必要があります。（注）

• tracerouteコマンドを使用すると、アプライアンスからネットワークホストへの接続をテス
トして、ネットワークのホップに関するルーティングの問題をデバッグできます。

mail3.example.com> traceroute

Which interface do you want to trace from?

1. Auto

2. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

3. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

4. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)

[1]> 1

Please enter the host to which you want to trace the route.

[]> 10.1.1.1

Press Ctrl-C to stop.

traceroute to 10.1.1.1 (10.1.1.1), 64 hops max, 44 byte packets

1 gateway (192.168.0.1) 0.202 ms 0.173 ms 0.161 ms

2 hostname (10.1.1.1) 0.298 ms 0.302 ms 0.291 ms

mail3.example.com>
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• diagnostic -> network -> smtppingコマンドを使用すると、リモートの SMTPサーバをテス
トできます。

• nslookupコマンドを使用すると、DNSの機能を検査できます。

nslookupコマンドでは、アプライアンスが、動作しているDNS（ドメインネームサービス）
サーバからホスト名と IPアドレスを解決して到達できることを確認できます。

mail3.example.com> nslookup

Please enter the host or IP to resolve.

[]> example.com

Choose the query type:

1. A

2. CNAME

3. MX

4. NS

5. PTR

6. SOA

7. TXT

[1]>

A=192.0.34.166 TTL=2d

表 148：DNS の機能の確認：クエリーのタイプ

説明クエリーのタ

イプ

ホストのインターネットアドレス

エイリアスの正規の名前CNAME

メールエクスチェンジャMX

指定したゾーンのネームサーバNS

クエリーがインターネットアドレスの場合はホスト名、そうでない場合は他の

情報に対するポインタ

PTR

ドメインの「権限開始」情報SOA

テキスト情報TXT
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• tophostsコマンドを CLIまたは GUIから使用して、「Active Recipients」の順にソートしま
す。

tophostsコマンドからは、キューにある上位 20の受信者のリストが返されます。このコマ
ンドは、ネットワーク接続の問題が、電子メールを送信しようとしている 1台のホストまた
は 1つのホストグループに限定されるかどうかを確認するのに役立ちます（詳細について
は、「電子メールキューの構成の確認」を参照してください）

mail3.example.com> tophosts

Sort results by:

1. Active Recipients

2. Connections Out

3. Delivered Recipients

4. Soft Bounced Events

5. Hard Bounced Recipients

[1]> 1

Status as of: Mon Nov 18 22:22:23 2003

ActiveConn.Deliv.SoftHard

# Recipient HostRecipOutRecip.BouncedBounced

1 aol.com36510255218

2 hotmail.com29071982813

3 yahoo.com13461231119

4 excite.com9838494

5 msn.com8427633 29

^C

• tophostsコマンドの結果として得られたリストの最上位のドメインに対して hoststatusコマ

ンドを実行し、詳しく調べます。

hoststatusコマンドは、特定の受信者ホストに関する電子メール動作のモニタリング情報を

返します。AsyncOSキャッシュに格納されている DNS情報と、受信者ホストから最後に返
されたエラーも表示されます。返されるデータは、最後に実行した resetcountersコマンド

からの累積です。（詳細については、メールホストのステータスのモニタリング,（1055ペー
ジ）を参照してください）。

最上位のドメインに対して hoststatusコマンドを実行すると、アプライアンスまたはイン

ターネットのいずれかに対する DNS解決のパフォーマンスの問題を切り分けることができ
ます。たとえば、最上位のアクティブな受信ホストに対してhoststatusコマンドを実行した

とき、発信側の多数の接続が保留状態で表示された場合は、特定のホストがダウン状態また

は到達不能でないかどうか、またアプライアンスがすべてのホストあるいは大半のホストに

接続不可能でないかどうかを確認してください。

•ファイアウォールの権限を確認します。
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アプライアンスが正しく機能するためには、ポート 20、21、22、23、25、53、80、123、
443、および628を開く必要がある場合があります（ファイアウォール情報,（1291ページ）
を参照）。

•ネットワーク上のアプライアンスから、dnscheck@ironport.comに対して電子メールを送信し
ます。

システムの基本的な DNSチェックを実行するために、ネットワーク内から
dnscheck@ironport.comに電子メールを送信します。オートレスポンダによる電子メールに
よって、次の 4つのテストについての結果と詳細が返されます。

DNS PTRレコード：Envelope Fromの IPアドレスがドメインの PTRレコードと一致するか。

DNS Aレコード：ドメインの PTRレコードが Envelope Fromの IPアドレスと一致するか。

HELOマッチ：SMTP HELOコマンドにリストされたドメインが、Envelope Fromの DNSホスト名と
一致するか。

遅延バウンスメッセージを受け入れるメールサーバ：SMTP HELOコマンドのリストにあるドメイ

ンに、そのドメインの IPアドレスを解決するMXレコードがあるか。

リスナーのトラブルシューティング
電子メールのインジェクションに問題があると疑われる場合は、次の方法を使用します。

•インジェクションを行っている IPアドレスを確認し、listenerconfigコマンドを使用して許

可されているホストを確認します。

作成したリスナーに接続できるよう IPアドレスが許可されていますか。listenerconfigコマ

ンドを使用して、リスナーのホストアクセステーブル（HAT）を確認します。次のコマン
ドを使用して、リスナーの HATを出力します。

listenerconfig -> edit -> listener_number -> hostaccess -> print

HATは、IPアドレス、IPアドレスのブロック、ホスト名、ドメインなどを使用して、接続
を拒否するよう設定できます。詳細については、「接続が許可されているホストの指定」を

参照してください。

また、limitsサブコマンドを使用して、リスナーに許可されている接続の最大数を確認する

こともできます。

listenerconfig -> edit -> listener_number -> limits

•インジェクションを行っているマシンから、Telnetまたは FTPを使用して、アプライアンス
に手動で接続します。次に例を示します。

injection_machine% telnet appliance_name

アプライアンス内でtelnetコマンドを使用して、リスナーから実際のアプライアンスに接続

することもできます。

mail3.example.com> telnet

Please select which interface you want to telnet from.
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1. Auto

2. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)

3. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

4. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)

[1]> 3

Enter the remote hostname or IP.

[]> 193.168.1.1

Enter the remote port.

[25]> 25

Trying 193.168.1.1...

Connected to 193.168.1.1.

Escape character is '^]'.

あるインターフェイスから他のインターフェイスに接続できない場合は、アプライアンスの

Management、Data1、Data2インターフェイスからネットワークに接続している方法に問題が
ある可能性があります。詳細については、FTP、SSH、およびSCPアクセス,（1257ページ）
を参照してください。リスナーのポート 25に対して telnetを実行して、SMTPコマンドを手
動で入力できます（このプロトコルを熟知している場合）。

• IronPortのテキストメールログおよびインジェクションデバッグログを調べて、受信エラー
があるかどうかを確認します。

インジェクションデバッグログには、アプライアンスと、システムに接続している指定の

ホスト間の SMTP会話が記録されます。インジェクションデバッグログは、インターネッ
トから接続を開始するクライアントとアプライアンス間の通信に関する問題をトラブルシュー

ティングするのに役立ちます。このログでは、2つのシステム間で伝送されたすべてのバイ
トが記録され、接続ホストに「送信」または接続ホストから「受信」に分類されます。

詳細については、テキストメールログの使用,（1116ページ）およびインジェクションデバッ
グログの使用, （1130ページ）を参照してください。

アプライアンスからの電子メール配信のトラブルシュー

ティング
アプライアンスからの電子メールの配信に問題があると疑われる場合は、次の方法を試してくだ

さい。

•問題がドメインに限定されたものであるかどうかを判断します。

tophostsコマンドを使用して、電子メールキューに関する直近の情報を入手して、特定の受

信者のドメインに配信の問題が生じていないかを確認します。

「Active Recipients」の順にソートすると、問題のあるドメインが返されますか。
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「Connections Out」の順にソートしたとき、リスナーに指定されている最大接続数に達して
いるドメインがありますか。リスナーに対するデフォルトの最大接続数は 600です。システ
ム全体でのデフォルトの最大接続数は10,000です（deliveryconfigコマンドで設定します）。

リスナーに対する最大接続数は、次のコマンドで確認できます。

listenerconfig -> edit -> listener_number -> limits

リスナーに対する接続が、destconfigコマンドによってさらに制限されていませんか（シス

テムの最大数または仮想ゲートウェイアドレスによる）。destconfigによる接続の制限を確

認するには、次のコマンドを使用します。

destconfig -> list

• hoststatusコマンドを使用します。

tophostsコマンドの結果として得られたリストの最上位のドメインに対して hoststatusコマ

ンドを実行し、詳しく調べます。

ホストが使用可能で、接続を受け入れていますか。

指定したホストに対する特定のMXレコードのメールサーバに問題がありませんか。

hoststatusコマンドでは、特定のホストに対する 5XXエラー（PermanentNegativeCompletion
Reply）がある場合に、ホストから返された直前の「5XX」のステータスコードと説明が表
示されます。このホストに対する直前の発信TLS接続が失敗した場合は、hoststatusコマン

ドで失敗した理由が表示されます。

•ドメインのデバッグ、バウンス、およびテキストメールの各ログを設定および確認して、受
信ホストが使用可能かどうかをチェックします。

ドメインデバッグログには、アプライアンスと指定の受信者ホスト間の SMTP会話でのク
ライアントとサーバの通信が記録されます。このタイプのログファイルは、特定の受信ホス

トに関する問題のデバッグに使用できます。

詳細については、ドメインデバッグログの使用, （1129ページ）を参照してください。

バウンスログには、バウンスされた各受信者に関するすべての情報が記録されます。

詳細については、バウンスログの使用, （1124ページ）を参照してください。

テキストメールログには、電子メールの受信、電子メールの配信、およびバウンスの詳細

が記録されます。ステータス情報も、1分ごとにメールログに書き込まれます。これらのロ
グは、特定のメッセージの配信を理解し、システムパフォーマンスを分析するうえで有益な

情報源となります。

詳細については、テキストメールログの使用, （1116ページ）を参照してください。

• telnetコマンドを使用して、アプライアンスから問題のあるドメインに接続します。

mail3.example.com> telnet

Please select which interface you want to telnet from.

1. Auto

2. Management (192.168.42.42/24: mail3.example.com)
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3. PrivateNet (192.168.1.1/24: mail3.example.com)

4. PublicNet (192.168.2.1/24: mail3.example.com)

[1]> 1

Enter the remote hostname or IP.

[]> problemdomain.net

Enter the remote port.

[25]> 25

•必要に応じて tlsverifyコマンドを使用して発信 TLS接続を確立し、宛先ドメインに関する
TLS接続の問題をデバッグすることができます。接続を確立するには、検証するドメインと
宛先ホストを指定します。AsyncOSでは、必要な（検証）TLS設定に基づいてTLS接続を確
認します。

mail3.example.com> tlsverify

Enter the TLS domain to verify against:

[]> example.com

Enter the destination host to connect to. Append the port (example.com:26) if you are

not connecting on port 25:

[example.com]> mxe.example.com:25

Connecting to 1.1.1.1 on port 25.

Connected to 1.1.1.1 from interface 10.10.10.10.

Checking TLS connection.

TLS connection established: protocol TLSv1, cipher RC4-SHA.

Verifying peer certificate.

Verifying certificate common name mxe.example.com.

TLS certificate match mxe.example.com

TLS certificate verified.

TLS connection to 1.1.1.1 succeeded.

TLS successfully connected to mxe.example.com.

TLS verification completed.

パフォーマンスのトラブルシューティング
アプライアンスのパフォーマンスに関する問題があると疑われる場合は、次の方法を使用してく

ださい。

• rateコマンドと hostrateコマンドを使用して、現在のシステムのアクティビティを確認しま

す。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1221

テストとトラブルシューティング

パフォーマンスのトラブルシューティング



rateコマンドは、電子メール動作に関するリアルタイムモニタリング情報を返します。詳細
については、リアルタイムアクティビティの表示, （1059ページ）を参照してください。

hostrateコマンドは、特定のメールホストに関するリアルタイムのモニタリング情報を返し

ます。

• statusコマンドを使用して、これまでのレートを比較して、状態の悪化を確認します。

• status detailコマンドを使用して、メモリの使用率を確認します。

status detail コマンドを使用すると、システムのメモリ、CPU、ディスク I/Oの使用率を、
素早く確認できます。

メモリの使用率は、常に 45%未満である必要があります。メモリの使用率が
45%を超えると、アプライアンスは「リソース節約モード」に入ります。こ
れによって「バックオフ」アルゴリズムが起動され、リソースのオーバーサ

ブスクリプションが防止され、電子メールによる次のアラートが送信されま

す。

（注）

This system (hostname: hostname) has entered a 'resource conservation' mode in order
to
prevent the rapid depletion of critical system resources.

RAM utilization for this system has exceeded the resource conservation threshold of
45%.
The allowed injection rate for this system will be gradually decreased as RAM
utilization approaches 60%.

この状況は、配信機能が低下していて、大量のインジェクションが行われているときにのみ

発生します。メモリの使用率が 45%を超えたときには、キュー内のメッセージの数を調べ
て、特定のドメインがダウン状態または配信不可能になっていないかどうかを確認します

（hoststatusコマンドまたは hostrateコマンドを使用します）。また、システムのステータ

スも確認して、配信が中断されないようにします。インジェクションが停止しても、依然と

してメモリの使用率が高い場合は、シスコカスタマーサポートにご連絡ください。

•問題が 1つのドメインに限定されていますか。

tophostsコマンドを使用して、電子メールキューに関する直近の情報を入手して、特定の受

信者のドメインに配信の問題が生じていないかを確認します。

キューのサイズを確認します。このサイズを制御したり、問題が生じている特定のドメイン

の受信者に対処するために、電子メールキューにあるメッセージを削除、バウンス、中断、

またはリダイレクトすることができます。詳細については、電子メールキューの管理,（1064
ページ）を参照してください。以下のコマンドを使用します。

◦ deleterecipients

◦ bouncerecipients

◦ redirectrecipients

◦ suspenddel / resumedel
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◦ suspendlistener / resumelistener

tophostsコマンドを使用して、ソフトバウンスおよびハードバウンスの数を確認します。

[ソフトバウンスしたイベント数（Soft Bounced Events）]（オプション 4）または [ハードバ
ウンスした受信者（HardBouncedRecipients）]（オプション5）でソートします。特定のドメ
インに対するパフォーマンスに問題があることが疑われる場合は、上記のコマンドを使用し

て、そのドメインへの配信を制御します。

Web インターフェイスの外観およびレンダリングの問題
Internet Explorerの互換モードの上書き, （1042ページ）を参照してください。

アラートへの応答

アラート：C380 または C680 ハードウェアでの [バッテリ再学習タイム
アウト（Battery Relearn Timed Out）]（RAID イベント）

問題

C380または C680ハードウェアで「バッテリ再学習タイムアウト」（RAIDイベント）アラート
を受信しました。

ソリューション

このアラートは、問題を示している場合と示していない場合があります。バッテリ再学習タイム

アウト自体は、RAIDコントローラに問題があることを示すものではありません。コントローラ
は、後続の再学習で回復します。以降 48時間他の RAIDアラートに関する電子メールを監視し
て、この問題が他の問題の副作用ではないことを確認してください。システムから他の RAID関
連のアラートが表示されない場合は、この警告を無視してかまいません。

その他のディスク使用量がクォータに近づいているというアラートの

トラブルシューティング

問題

その他のディスク使用量がクォータに近づいているというアラートを受信しました。

ソリューション

クォータを増やすか、ファイルを削除できます。その他のクォータのディスク領域の管理, （984
ページ）を参照してください。
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ハードウェア問題のトラブルシューティング
ハードウェアアプライアンスの前面/背面パネルのライトは、アプライアンスの状態およびステー
タスを示します。これらのインジケータの説明については、『Cisco x90s Series Content Security
Appliances Installation and Maintenance Guide』など、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-installation-guides-list.html
から入手できるハードウェアガイドを参照してください。

温度範囲など、アプライアンスの仕様についてもこれらのマニュアルで確認できます。

アプライアンスの電源のリモートリセット
アプライアンスのハードリセットが必要な場合は、サードパーティのPlatformManagement（IPMI）
ツールを使用してアプライアンスシャーシをリモートからリブートできます。

制約事項

•リモート電源管理は、特定のハードウェアでのみ使用できます。

詳細については、リモート電源再投入の有効化, （1002ページ）を参照してください。

•この機能を使用する場合は、使用が必要になる前に、あらかじめ有効にしておく必要があり
ます。

詳細については、リモート電源再投入の有効化, （1002ページ）を参照してください。

•次の IPMIコマンドのみがサポートされています。

◦ status、on、off、cycle、reset、diag、soft

◦サポートされていないコマンドを発行すると、「権限不足」エラーが発生します。

はじめる前に

• IPMIバージョン 2.0を使用してデバイスを管理できるユーティリティを取得し、設定しま
す。

•サポートされている IPMIコマンドの使用方法を理解します。IPMIツールのマニュアルを参
照してください。

ステップ 1 IPMIを使用して、必要なクレデンシャルと共に、先に設定したリモート電源管理ポートに割り当てられ
た IPアドレスに、サポートされている電源の再投入コマンドを発行します。
たとえば、IPMIをサポートする UNIXタイプのマシンからは、次のようなコマンドを発行します。

ipmitool -I lan -H 192.0.2.1 -U remoteresetuser -P password chassis power reset

ここで 192.0.2.1は、リモート電源管理ポートに割り当てられた IPアドレスであり、remoteresetuserおよび
パスワードは、この機能を有効にしたときに入力したクレデンシャルです。
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ステップ 2 アプライアンスが再起動されるまで、少なくとも 11分間待ちます。

テクニカルサポートの使用

仮想アプライアンスのテクニカルサポート

仮想アプライアンスのテクニカルサポートを受けるための要件は、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-installation-guides-list.html
にある『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』に記載されています。

アプライアンスからのサポートケースのオープンおよび更新

はじめる前に

•緊急の問題の場合、この方法は使用しないでください。代わりに、シスコカスタマーサポー
ト, （13ページ）に示されるその他の方法の 1つを使用してサポートください。

次の手順は、情報が必要であるまたは回避策があるけれども代替策を使用したいといった問

題に限り使用します。

•ヘルプに関しては別の選択肢を検討してみてください。

◦ナレッジベース, （13ページ）

◦シスコサポートコミュニティ, （13ページ）

•アプライアンスからシスコテクニカルサポートに直接アクセスするには、Cisco.comユーザ
IDがこのアプライアンスのサービス契約に関連付けられている必要があります。Cisco.com
プロファイルに現在関連付けられているサービス契約の一覧を参照するには、Cisco.comProfile
Manager（https://sso.cisco.com/autho/forms/CDClogin.html）にアクセスしてください。Cisco.com
のユーザ IDがない場合は、登録して IDを取得してください。Ciscoアカウントの登録, （
14ページ）を参照してください。

Cisco.comユーザ IDとサポート契約 IDは、安全な場所に保存してください。

•この手順を使用してサポート事例を開くと、アプライアンスの設定ファイルがシスコカスタ
マーサポートに送信されます。アプライアンスの設定を送信したくない場合、別の方法を使

用してカスタマーサポートにお問い合わせください。

•クラスタ設定では、サポート要求と保存されたそれらの値はマシンに固有のものです。

•アプライアンスがインターネットに接続され電子メールを送信できる必要があります。
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•既存の事例に関する情報を送信する場合は、ケース番号を確認してください。

ステップ 1 アプライアンスにログインします。

ステップ 2 [ヘルプとサポート（Help andSupport）] > [テクニカルサポートに問い合わせる（Contact Technical Support）]
を選択します。

ステップ 3 フォームに入力します。

ステップ 4 [送信（Send）]をクリックします。
CCOユーザ IDと最後に入力された契約 IDは、将来使用できるようにアプライアンスに保存さ
れます。

（注）

シスコのテクニカルサポート担当者のリモートアクセスの有効化

シスコのカスタマーアシスタンスのみ、次の方法を使用してアプライアンスにアクセスできま

す。

インターネット接続されたアプライアンスへのリモートアクセスの有効化

サポートは、この手順でアプライアンスと upgrades.ironport.comのサーバ間で作成される SSHト
ンネル経由でアプライアンスにアクセスします。

はじめる前に

インターネットから到達可能なポートを識別します。デフォルトでは、ポート25で、このポート
は大部分の環境で機能します。システムは、電子メールメッセージを送信するために、このポー

トを介して一般的なアクセスを行う必要があるためです。このポート経由の接続は、ほとんどの

ファイアウォール設定で許可されます。

ステップ 1 アプライアンスへのログイン

ステップ 2 GUIウィンドウの右上にある、[ヘルプとサポート（Help and Support）] > [リモートアクセス（Remote
Access）]を選択します。

ステップ 3 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 4 情報を入力します。

説明オプション

シード文字列は、シスコカスタマーサポートがこのアプライアンスにアクセ

スするための安全な共有秘密を生成するために使用されます。

シード文字列（Seed
String）
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説明オプション

リモートアクセス接続にセキュアトンネルを使用するために、このチェック

ボックスをオンにします。

接続ポートを入力します。

デフォルトでは、ポート 25です。このポートはほとんどの環境で機能しま
す。

セキュアトンネル

（Secure Tunnel）

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

サポート担当者のリモートアクセスが必要なくなったときは、テクニカルサポートのトンネルの

無効化, （1228ページ）を参照してください。

インターネットに直接接続されていないアプライアンスへのリモートアクセスの有

効化

インターネットに直接接続されていないアプライアンスの場合、インターネットに接続されてい

る第 2のアプライアンスを介してアクセスされます。

はじめる前に

•アプライアンスは、インターネットに接続されている第 2のアプライアンスにポート 22で
接続する必要があります。

•インターネットに接続されているアプライアンスで該当のアプライアンスへのサポートトン
ネルを作成するには、インターネット接続されたアプライアンスへのリモートアクセスの有

効化, （1226ページ）の手順を実行します。

ステップ 1 サポートが必要なアプライアンスのコマンドラインインターフェイスから、techsupportコマンドを入力し
ます。

ステップ 2 sshaccessと入力します。
ステップ 3 プロンプトに従います。

次の作業

サポート担当者のリモートアクセスが必要なくなったときは、次のトピックを参照してくださ

い。
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テクニカルサポートのトンネルの無効化

有効にした techsupportトンネルは、upgrades.ironport.comに 7日間接続されたままになります。そ
の後、確立された接続は切断されませんが、いったん切断されるとトンネルに再接続できません。

トンネルを手動で無効にします。

ステップ 1 アプライアンスへのログイン

ステップ 2 GUIウィンドウの右上にある、[ヘルプとサポート（Help and Support）] > [リモートアクセス（Remote
Access）]を選択します。

ステップ 3 [無効（Disable）]をクリックします。

リモートアクセスの無効化

techsupportコマンドを使用して作成したリモートアクセスアカウントは、非アクティブ化される
までアクティブのままです。

ステップ 1 コマンドラインインターフェイスから、techsupportコマンドを入力します。
ステップ 2 sshaccessと入力します。
ステップ 3 disableと入力します。

サポートの接続状態の確認

ステップ 1 コマンドラインインターフェイスから、techsupportコマンドを入力します。
ステップ 2 statusと入力します。

パケットキャプチャの実行

パケットキャプチャは、サポート担当者が TCP/IPデータおよびその他にアプライアンスから出
入りするパケットを表示できるようにします。これはネットワーク設定をデバッグしたり、どの
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ようなネットワークトラフィックがアプライアンスに到達または送出されているかを検出するこ

とができます。

ステップ 1 [ヘルプとサポート（Help and Support）] > [パケットキャプチャ（Packet Capture）]を選択します。
ステップ 2 パケットキャプチャ設定の指定：

a) [パケットキャプチャ設定（Packet Capture Settings）]セクションで、[設定を編集（Edit Settings）]をク
リックします。

b) （任意）パケットキャプチャの期間、制限およびフィルタを入力します。
サポート担当者が、これらの設定の方法を説明する場合があります。

時間の単位を指定しないでキャプチャ期間を入力すると、AsyncOSはデフォルトで秒を使用します。

[フィルタ（Filters）]セクションで次を実行します。

•カスタムフィルタは、UNIXの tcpdumpコマンドでサポートされた任意の構文（host 10.10.10.10
&& port 80など）を使用できます。

•クライアント IPは、Eメールセキュリティアプライアンスを介してメッセージを送信するメー
ルクライアントなどのアプライアンスに接続しているマシンの IPアドレスです。

•サーバ IPは、アプライアンスがメッセージを配信する Exchangeサーバなどのアプライアンスが
接続しているマシンの IPアドレスです。

•クライアントとサーバの IPアドレスを使用して、中間に Eメールセキュリティアプライアンス
がある特定のクライアントと特定のサーバ間のトラフィックを追跡できます。

c) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 3 [キャプチャを開始（Start Capture）]をクリックします。

•キャプチャは一度に 1つだけ実行できます。

•パケットキャプチャが実行されている場合、[パケットキャプチャ（Packet Capture）]ページには、
実行中のキャプチャのステータス（ファイルサイズや経過時間などの現在の統計情報）が表示され

ます。

• GUIに表示されるのは GUIで開始されたパケットキャプチャだけで、CLIで開始されたパケット
キャプチャは表示されません。同様に、CLIには CLIで開始された現在のパケットキャプチャのス
テータスだけが表示されます。

•パケットキャプチャファイルは 10個の部分に分割されます。パケットキャプチャが終了する前に
パケットキャプチャファイルが最大サイズ制限に到達した場合は、そのファイルの最も古い部分が

削除され（データが破棄されます）、現在のパケットキャプチャデータで新しい部分が開始されま

す。パケットキャプチャファイルは一度に 1/10だけ破棄されます。

• GUIで開始されたキャプチャはセッション間で維持されます。（CLIで実行したキャプチャは、セッ
ションが終了したときに停止します）。
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ステップ 4 キャプチャを指定した期間実行するようにします。またはキャプチャを無期限に実行する場合、[キャプ
チャを停止（Stop Capture）]をクリックして停止します。

ステップ 5 パケットキャプチャファイルへアクセスします。

• [パケットキャプチャファイルの管理（Manage Packet Capture Files）]リストでファイルをクリックし
て、[ファイルのダウンロード（Download File）]をクリックします。

•アプライアンスの capturesサブディレクトリ内のファイルにアクセスするには、FTPまたは SCPを
使用します。

次の作業

サポートでファイルを使用できるようにします。

•アプライアンスへのリモートアクセスを許可した場合、Technicianが FTPまたは SCPを使用
してパケットキャプチャファイルにアクセスできます。シスコのテクニカルサポート担当

者のリモートアクセスの有効化, （1226ページ）を参照してください。

•電子メールでファイルをサポートに送信します。
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第 43 章

D-Mode を使用した発信メール配信アプライ
アンスの最適化

この章は、次の項で構成されています。

• 機能の概要：最適化された発信配信の D-Mode, 1231 ページ

• 最適化された発信メール配信のアプライアンスの設定, 1233 ページ

• IronPort Mail Merge（IPMM）を使用した大量のメールの送信, 1234 ページ

機能の概要：最適化された発信配信の D-Mode
D-Modeは、特定の Eメールセキュリティアプライアンスを発信電子メール配信向けに最適化す
る、キーでイネーブルにされる機能です。着信メール処理に特有の機能は、D-Modeではディセー
ブルになっています。

D-Mode 対応アプライアンス固有の機能
• 256の仮想ゲートウェイアドレス：CiscoVirtual Gatewayテクノロジーを使用すると、個別の
IPアドレス、ホスト名およびドメインを使用してホストするすべてのドメインのエンタープ
ライズメールゲートウェイを設定して、同じ物理アプライアンス内でホストしながら、こ

れらのドメインの個別の企業電子メールポリシー拡張およびアンチスパム戦略を作成できま

す。にある「リスナーのカスタマイズ」に関する情報を参照してください。電子メールを受

信するためのゲートウェイの設定, （79ページ）

• IronPort Mail Merge（IPMM）：IronPort Mail Merge（IPMM）を使用すると、個別の個人向け
メッセージをカスタマーシステムから生成する手間を省くことができます。ユーザは、数千

の個別メッセージを生成し、メッセージ生成システムと電子メールゲートウェイ間で送信す

る必要がなくなるため、システムにかかる負荷が軽減され、電子メール配信のスループット

が向上します。詳細については、IronPort Mail Merge（IPMM）を使用した大量のメールの送
信, （1234ページ）を参照してください。
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•リソースを節約するバウンス設定：D-Mode-enabledアプライアンスを設定して、ブロックさ
れている可能性のある宛先を検出し、その宛先へのすべてのメッセージをバウンスできま

す。詳細については、リソースを節約するバウンス設定の構成,（1234ページ）を参照してく
ださい。

•発信配信のパフォーマンスの向上

D-Mode 対応アプライアンスでディセーブルになっている標準機能
• IronPort Anti-Spamスキャンおよびオン/オフボックススパム隔離：アンチスパムスキャン
は、通常、着信メールに関係するため、IronPortAnti-Spamスキャンエンジンはディセーブル
にされます。したがって、スパム対策の章は適用されません。

•アウトブレイクフィルタ：アウトブレイクフィルタは、着信メールの隔離に使用されるた
め、D-Mode-enabledアプライアンスではディセーブルになっています。したがって、アウト
ブレイクフィルタの章の情報は適用されません。

• SenderBase Network Participation機能：SenderBase Network Participationは、着信メールに関す
る情報を報告するため、D-Mode-enabledアプライアンスではディセーブルになっています。
したがって、SenderBase Network Participationに関する情報は適用されません。

•レポーティング：レポーティング機能は限定されます。一部のレポートは使用できません。
発生するレポーティングも、パフォーマンス上の理由により、非常に限定的なレベルで実行

するように設定されています。

D-Mode-enabledアプライアンスの電子メールセキュリティモニタ概要レポートに示される合
計には、これらの機能が D-Mode-enabledアプライアンスでディセーブルにされている場合で
も、スパム、および陽性と疑わしいスパムの数が、誤って含まれる可能性があります。

（注）

•データ損失防止：発信メッセージのDLPスキャンは、D-Mode-enabledアプライアンスでディ
セーブルになっています。

D-Mode 対応アプライアンスに適用される標準機能

表 149：D-Mode-enabled アプライアンスに含まれる AsyncOS 機能

詳細情報機能

参照先：アンチウイルス, （327ページ）アンチウイルススキャン

DKIM/DomainKeysは、送信者により使用され
る署名キーに基づいて電子メールの信頼性を確

認する方式です。参照先：電子メール認証, （
585ページ）

DomainKeys署名
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詳細情報機能

参照先：クラスタを使用した中央集中型管理,
（1167ページ）

集中管理

各ドメインに対して、一定期間でシステムが超

えることができない、接続および受信者の最大

数を割り当てることができます。「グッドネイ

バー」テーブルは、destconfigコマンドで定義
されます。

詳細については、宛先制御による電子メール配

信の管理,（724ページ）を参照してください。

配信スロットリング

バウンスメッセージの信頼性を検証します。バ

ウンス検証, （725ページ）を参照してくださ
い。

バウンス検証

参照先：管理タスクの分散, （939ページ）委任管理

テストメッセージを使用したメールフローの

デバッグ：トレース,（1201ページ）を参照して
ください。

トレース（デバッグ）

参照先：高度なネットワーク構成, （1089ペー
ジ）

VLAN、NICペアリング

オプションのアンチウイルススキャンを追加す

ることで、アウトバウンドメッセージの完全性

を保証できます。アンチウイルススキャンの概

要, （327ページ）を参照してください。

オプションのアンチウイルスエンジン

最適化された発信メール配信のアプライアンスの設定

ステップ 1 提供されているライセンスキーを適用します。システムセットアップウィザードを実行する前（アプラ

イアンスを設定する前）に、このキーをCisco Eメールセキュリティアプライアンスに適用する必要があ
ります。キーの適用は、[システム管理（System Administration）] > [ライセンスキー（Feature Key）]ペー
ジを介して、または CLIの featurekeyコマンドを入力して行います。

前述のライセンスキーには、サンプルの SophosまたはMcAfee Anti-Virusの 30日間ライセンス
が含まれています。これは、アウトバウンドメールでのアンチウイルススキャンのテストに使

用できます。

（注）
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ステップ 2 アプライアンスを再起動します。

ステップ 3 システムセットアップウィザード（GUIまたは CLI）を実行して、アプライアンスを設定します。
発信メール配信用に最適化されたアプライアンスには、アンチスパムスキャンもアウトブレイクフィル

タも含まれないことに注意してください。（これらの章は無視してください）。

クラスタ環境では、D-Mode機能キーで設定されたアプライアンスを、配信パフォーマンスパッ
ケージで設定されていない AsyncOSアプライアンスと組み合わせることはできません。

（注）

リソースを節約するバウンス設定の構成

最適化された発信メール配信向けにアプライアンスを設定した後は、潜在的な配信問題を検出し、

特定の宛先へのすべてのメッセージをバウンスするようにシステムを設定できます。

この設定を使用すると、配信不能と見なされる宛先ドメインのキューのすべてのメッセージが

バウンスされます。メッセージは、配信問題が解決された後で再送信する必要があります。

（注）

リソースを節約するバウンス設定をイネーブルにする例
mail3.example.com> bounceconfig

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new profile.

- EDIT - Modify a profile.

- DELETE - Remove a profile.

- SETUP - Configure global bounce settings.

[]> setup

Do you want to bounce all enqueued messages bound for a domain if the host is down? [N]>

y

この機能を使用する場合、最新の接続試行が10回連続で失敗すると、ホストは「ダウン」と見な
されます。AsyncOSは、ダウンホストを15分ごとにスキャンします。そのため、接続は、キュー
がクリアされる前に 11回以上試行されます。

IronPort Mail Merge（IPMM）を使用した大量のメールの
送信

IronPort Mail Mergeは、D-Mode-enabledアプライアンスでのみ使用可能です。（注）
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IronPort Mail Merge の概要
IronPort Mail Mergeを使用すると、個別の個人向けメッセージをカスタマーシステムから生成す
る手間を省くことができます。ユーザは、数千の個別メッセージを生成し、メッセージ生成シス

テムと電子メールゲートウェイ間で送信する必要がなくなるため、システムにかかる負荷が軽減

され、電子メール配信のスループットが向上します。

IPMMでは、個人向けに置換されるメッセージの場所を表す変数を使用して、各メッセージの本
文が作成されます。各メッセージ受信者に対して、受信電子メールアドレスおよび変数置換だけ

を電子メールゲートウェイに送信する必要があります。また、IPMMを使用して、受信者に応じ
て、送信するメッセージの本文の特定の「パーツ」を含めたり、除外したりできます（たとえば、

2つの異なる国の受信者に送信するメッセージの最後に異なる著作権宣言文を含めることができ
ます）。

Mail Merge 機能の利点
•メール管理者にとって使いやすい。IPMMは、変数置換および一般的な多くの言語の抽象化
インターフェイスを提供するため、各受信者の個人向けメッセージを簡単に作成できます。

•メッセージ生成システムの負荷を軽減する。メッセージ本文の 1つのコピーと必須の置換の
テーブルだけが必要であるため、ほとんどのメッセージ生成「作業」をメッセージ生成シス

テムから、最適化された発信メール配信向けに設定されたアプライアンスに移行して、負荷

を軽減できます。

•配信スループットが改善される。数千の着信メッセージを受け取り、キューに入れるために
必要なリソースを軽減することで、アプライアンスは、アウトバウンド配信パフォーマンス

を大幅に改善できます。

•キューストレージの効率性が向上する。各メッセージ受信に保存する情報を減らすことで、
ユーザは、D-Mode-enabledアプライアンスのキューストレージの使用効率を大幅に向上でき
ます。

Mail Merge の使用

SMTP インジェクション
IPMMは、SMTPをトランスポートプロトコルとして拡張します。アプライアンスで行う特別な
設定は必要ありません（デフォルトでは、IPMMは、プライベートリスナーでイネーブルにして、
D-Mode-enabledアプライアンスのパブリックリスナーでディセーブルにできます）。ただし、現
在、SMTPをインジェクションプロトコルとして使用していない場合は、D-Mode-enabledアプラ
イアンスインターフェイスを介してSMTPを利用する新しいプライベートリスナーを作成する必
要があります。
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listenerconfigの setipmmサブコマンドを使用して、リスナーで IPMMを有効にします。詳細につ
いては、次を参照してください。電子メールを受信するためのゲートウェイの設定, （79ペー
ジ）

IPMMは、MAIL FROMと DATAの 2つのコマンドを変更し、XDFNを追加することで、SMTP
を変更します。MAIL FROMコマンドは XMRG FROMに、DATAコマンドは XPRTに置き換えら
れています。

Mail Mergeメッセージを生成するには、メッセージの生成に使用されるコマンドを特定の順序で
発行する必要があります。

1 送信ホストを示す、初期 EHLOステートメント。
2 各メッセージは、送信者アドレスを示す、XMRG FROM:ステートメントで始まります。
3 各受信者は、次のように定義されます。

4 1つ以上の XDFN変数割り当てステートメントが含まれます。これには、パーツ定義（XDFN
*PART=1,2,3...）やその他の任意の受信者固有の変数が含まれます。

5 受信者電子メールアドレスは、RCPT TO:ステートメントで定義されます。RCPT TO:の前に
あり、前述のXMRGFROMまたはRCPT TOコマンドの後にある任意の変数割り当ては、この
受信者電子メールアドレスにマッピングされます。

6 各パーツは、XPRT nコマンドを使用して定義されます。各パーツは、DATAコマンドと同様
にピリオド（.）文字で終端します。最後のパーツは、XPRTnLASTコマンドで定義されます。

変数置換

メッセージヘッダーなど、メッセージ本文の任意のパーツに、置換用の変数を含めることができ

ます。変数は、HTMLメッセージにも表示できます。変数は、ユーザが定義し、アンパサンド
（&）文字で始まり、セミコロン（;）文字で終端する必要があります。アスタリスク（*）で始ま
る変数名は、予約されているため使用できません。

予約変数

IPMMには、事前に定義されている 5つの特殊な「予約」変数が含まれます。
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表 150：IPMM：予約変数

予約変数 *FROMは、「Envelope From」パラメータから派生します。「Envelope
From」パラメータは、「XMRG FROM:」コマンドにより設定されます。

*FROM

予約変数 *TOは、「RCPT TO:」コマンドで設定される、エンベロープ受信者値
から派生します。

*TO

予約変数*PARTSは、パーツのカンマ区切りリストを含みます。これは、「RCPT
TO:」で受信者を定義する前に設定され、特定のユーザが受信する「XPRTn」メッ
セージ本文ブロックを決定します。

*PARTS

予約変数 *DATEは、現在の日付スタンプに置き換えられます。*DATE

予約変数 *DKは、DomainKeys署名プロファイルの指定に使用されます（このプ
ロファイルはすでに AsyncOSに存在している必要があります）。DomainKeys署
名プロファイルの作成の詳細については、電子メール認証,（585ページ）を参照
してください。

*DK

メッセージの例 1
次の例のメッセージ本文（ヘッダーを含む）には、最後のメッセージで置換される、4つの異な
る変数と 5つの置換用の場所が含まれます。同じ変数がメッセージ本文で複数回使用されること
があるため注意してください。また、予約変数 &*TO;が使用されます。これは、受信者の電子
メールアドレスに置換されます。この予約変数は、個別の変数として渡す必要はありません。次

の例の変数は太字で示されています。

From: Mr.Spacely <spacely@example.com>

To: &first_name;&last_name;&*TO;

Subject: Thanks for Being an Example.Com Customer

Dear &first_name;,
Thank you for purchasing a &color; sprocket.

このメッセージは、アプライアンスに一度だけインジェクトする必要があります。各受信者に対

して、次の追加情報が必要です。

•受信者の電子メールアドレス

•変数置換の名前と値のペア

パーツアセンブリ

SMTPは、各メッセージ本文に単一の DATAコマンドを使用し、IPMMは、1つ以上の XPRTコ
マンドを使用してメッセージを作成します。パーツは、受信者ごとに指定される順序に従ってア
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センブルされます。各受信者は、任意またはすべてのメッセージパーツを受信できます。パーツ

は、任意の順序でアセンブルできます。

特殊な変数 *PARTSは、パーツのカンマ区切りリストを含みます。

たとえば、次の例のメッセージでは、2つのパーツが含まれます。

最初のパーツには、メッセージヘッダーとメッセージ本文の一部が含まれます。2番めのパーツ
には、特別なカスタマー向けに含めることができる割引価格が含まれます。

メッセージの例 2（パート 1）
From: Mr. Spacely <spacely@example.com>

To: &first_name; &last_name; &*TO;

Subject: Thanks for Being an Example.Com Customer

Dear &first_name;,

Thank you for purchasing a &color; sprocket.

メッセージの例 2（パート 2）
Please accept our offer for 10% off your next sprocket purchase.

メッセージ部分は、アプライアンスに一度だけインジェクトする必要があります。この場合、各

受信者に、次の追加情報が必要です。

•最後のメッセージに含まれる、パーツの順序付きリスト

•受信者の電子メールアドレス

•変数置換の名前と値のペア

IPMM および DomainKeys 署名
IPMMは、DomainKeys署名をサポートします。DomainKeysプロファイルを指定するには、*DK
予約変数を使用します。次に例を示します。

XDFN first_name="Jane" last_name="User" color="red" *PARTS=1,2 *DK=mass_mailing_1

この例では、「mail_mailing_1」は、前に設定した DomainKeysプロファイルの名前です。

コマンドの説明

クライアントは、IPMMメッセージをリスナーにインジェクトするときに、次のキーコマンドで
拡張 SMTPを使用します。

XMRG FROM
構文：
XMRG FROM: <sender email address>
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このコマンドは、SMTPMAILFROM:コマンドの代わりに使用されます。これは、次に IPMMメッ
セージがあることを示します。IPMMジョブは、XMRG FROM:コマンドで開始されます。

XDFN
構文：
XDFN <KEY=VALUE> [KEY=VALUE]

XDFNコマンドは、受信者別のメタデータを設定します。キーと値のペアは、オプションでかぎ
カッコまたは角カッコで囲むことができます。

*PARTSは、XPRTコマンド（以下を参照）で定義されているように、インデックス番号を示す特
殊な予約変数です。*PARTS変数は、整数のカンマ区切りリストとして分割されます。整数は、
XPRTコマンドにより定義されているように送信される本文パーツと一致します。その他の予約
変数には、*FROM、*TOおよび *DATEがあります。

XPRT
構文：

XPRT index_number LAST

Message

.

XPRTコマンドは、SMTP DATAコマンドの代わりに使用されます。このコマンドは、コマンド入力

後にメッセージパーツの送信者を受け取ります。コマンドは、行の末尾に単一のピリオドを付け

て完了します（これは、SMTP DATAコマンドを完了する方法と同じです）。

特殊キーワード LASTは、Mail Mergeジョブの最後を示します。これは、インジェクトされる最後
のパーツを指定するときに使用する必要があります。

LASTキーワードが使用されると、メッセージがキューに入り、配信が始まります。

変数定義に関する注意事項

• XDFNコマンドで変数を定義する場合、実際のコマンドラインは、システムの物理的制限を
超えることはできないため注意してください。D-Mode-enabledアプライアンスの場合、この
制限は、1行あたり 4 KBです。ホストシステムによっては、しきい値がこれより低くなる
ことがあります。非常に長いコマンドラインで複数の変数を定義する場合は注意してくださ

い。

•変数キーと値のペアを定義する場合、スラッシュ「/」文字を使用して、特殊文字をエスケー
プできます。これは、メッセージ本文に、誤って変数定義と置換される可能性があるHTML
文字エンティティが含まれる場合に役に立ちます（たとえば、文字エンティティ&trade;は、
商標文字のHTML文字エンティティを定義します）。コマンドXDFN trade=fooを作成して、
HTML文字エンティティ「&trade;」を含む IPMMメッセージを作成した場合、アセンブルさ
れるメッセージには、商標文字ではなく、変数置換（「foo」）が含まれます。これは、GET
コマンドを含む URLで使用されることがあるアンパサンド文字「&」の場合も同じです。
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IPMM カンバセーションの例
次に、メッセージの例2（前述の例）での IPMMカンバセーションの例を示します。このメッセー
ジは、この例の 2人の受信者「Jane User」および「Joe User」に送信されます。

この例では、太字フォントは、D-Mode-enabledアプライアンスとの手動による SMTPカンバセー
ションで入力する内容です。また、モノスペース タイプのフォントは、SMTPサーバからの応答を表
し、イタリック体フォントは、コメントまたは変数を表します。

接続が確立されます。

220 ESMTP

EHLO foo

250 - ehlo responses from the listener enabled for IPMM

カンバセーションが開始されます。

XMRG FROM:<user@domain.com> [Note: This replaces the MAIL FROM: SMTP command.]

250 OK

変数およびパーツが各受信者に設定されます。

XDFN first_name="Jane" last_name="User" color="red" *PARTS=1,2

[Note: This line defines three variables (first_name, last_name, and color) and then
uses the *PARTS reserved variable to define that the next recipient defined will receive
message parts numbers 1 and 2.]

250 OK

RCPT TO:<jane@company.com>

250 recipient <jane@company.com> ok

XDFN first_name="Joe" last_name="User" color="black" *PARTS=1

[Note: This line defines three variables (first_name, last_name, and color) and then
uses the *PARTS reserved variable to define that the next recipient defined will receive
message parts numbers 1 only.]

RCPT TO:<joe@company1.com>

250 recipient <joe@company1.com> ok

次に、パーツ 1が送信されます。
XPRT 1 [Note: This replaces the DATA SMTP command.]

354 OK, send part

From: Mr. Spacely <spacely@example.com>

To: &first_name; &last_name; &*TO;

Subject: Thanks for Being an Example.Com Customer

&*DATE;

Dear &first_name;,

Thank you for purchasing a &color; sprocket.
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.

次に、パーツ 2が送信されます。LASTキーワードは、パーツ 2がアセンブルする最後のパーツ
であることを示すときに使用されます。

XPRT 2 LAST

Please accept our offer for 10% off your next sprocket purchase.

.

250 Ok, mailmerge message enqueued

「250 Ok, mailmerge message queued」は、メッセージが受け取られたことを示します。

この例に基づいて、受信者 Jane Userは、このメッセージを受信します。
From: Mr. Spacely <spacely@example.com>

To: Jane User <jane@company.com>

Subject: Thanks for Being an Example.Com Customer

message date

Dear Jane,

Thank you for purchasing a red sprocket.

Please accept our offer for 10% off your next sprocket purchase.

受信者 Joe Userは、このメッセージを受信します。
From: Mr. Spacely <spacely@example.com>

To: Joe User <joe@company1.com>

Subject: Thanks for Being an Example.Com Customer

message date

Dear Joe,

Thank you for purchasing a black sprocket.

コード例

シスコは、一般的なプログラミング言語でライブラリを作成して、IPMMメッセージを IPMM対
応のアプライアンスリスナーにインジェクトするタスクを抽象化します。IPMMライブラリの使
用例については、シスコカスタマーサポートにお問い合わせください。コードは、構文説明のた

めに広範囲にわたってコメント化されています。
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第 44 章

Cisco コンテンツ（M シリーズ）セキュリ
ティ管理アプライアンスの集中型サービス

この章は、次の項で構成されています。

• Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスサービスの概要, 1243 ページ

• ネットワークプランニング, 1244 ページ

• 外部スパム隔離の操作, 1245 ページ

• 一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離について, 1248 ページ

• 中央集中型レポーティングの設定, 1253 ページ

• 中央集中型メッセージトラッキングの設定, 1255 ページ

• 中央集中型サービスの使用, 1255 ページ

Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスサー
ビスの概要

シスコのコンテンツセキュリティ管理アプライアンス（M-Seriesアプライアンス）は、複数の E
メールセキュリティアプライアンス上の特定のサービスに対して一元化されたインターフェイス

を提供する外部または「オフボックス」ロケーションです。

セキュリティ管理アプライアンスには次の機能が含まれています。

•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陽性と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。

•一元化されたスパム、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離。アンチウイルス
スキャン、アウトブレイクフィルタおよびポリシーにより隔離されたメッセージを保存し管

理するために、ファイアウォールの内側の 1つの場所を提供します。
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•中央集中型レポーティング。複数の Eメールセキュリティアプライアンスからの集計デー
タに関するレポートを実行します。

•中央集中型トラッキング。複数のEメールセキュリティアプライアンスを通過する電子メー
ルメッセージを追跡します。

Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定および使用に関する詳細については、
『Cisco Content Security Management Appliance User Guide』を参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスで 2要素認証を有効にしている場合は、その認証は、
事前共有キーを使用してセキュリティ管理アプライアンスに追加できます。この設定を行うに

は、CLIで smaconfig > addコマンドを使用します。

または

Eメールセキュリティアプライアンス上の 2要素認証を、セキュリティ管理アプライアンス
に追加する前に無効にします。詳細については、二要素認証の無効化, （962ページ）を参照
してください。

注意

ネットワークプランニング
Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスを使用すると、エンドユーザインターフェイ
ス（メールアプリケーションなど）を、さまざまな DMZ内のよりセキュアなゲートウェイシス
テムから切り離すことができます。2層ファイアウォールの使用によって、ネットワークプラン
ニングの柔軟性が高まり、エンドユーザが外部 DMZに直接接続することを防止できます。

次の図は、セキュリティ管理アプライアンスと複数の DMZを組み込む典型的なネットワーク構
成を示しています。

図 86：Cisco コンテンツセキュリティ管理仮想アプライアンスによる一般的なネットワーク設定

大規模な企業データセンターは、1つまたは複数の電子メールセキュリティアプライアンスの外
部スパム隔離として機能する 1つのセキュリティ管理アプライアンスを共有できます。一方、リ
モートオフィスでは、Eメールセキュリティアプライアンスのローカル使用のためのローカル
スパム隔離を維持できます。
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外部スパム隔離の操作

メールフローおよび外部スパム隔離

ネットワークがネットワークプランニング, （1244ページ）の説明に従って設定される場合、イ
ンターネットからの着信メールは外部DMZのアプライアンスによって受信されます。正規のメー
ルは、内部 DMZのメール転送エージェント（MTA）（グループウェア）に従って、最終的に企
業ネットワーク内のエンドユーザまで送信されます。

スパムおよび陽性と疑わしいスパム（メールフローポリシー設定値に基づく）は、セキュリティ

管理アプライアンスのスパム隔離エリアに送信されます。次にエンドユーザが隔離エリアにアク

セスして、スパムを削除し、自分宛に配信されるメッセージを解放することを選択できます。ス

パム隔離に残っているメッセージは、設定された期間後に自動的に削除されます。

セキュリティ管理アプライアンスで外部隔離からリリースされているメッセージは、配信元の E
メールセキュリティアプライアンスに返されます。これらのメッセージは通常、配信前に、HAT
およびその他のポリシーやスキャンの設定、RAT、ドメイン例外、エイリアシング、着信フィル
タ、マスカレード、バウンス検証、およびワークキューの各プロセスを通過しません。

セキュリティ管理アプライアンスにメールを送信するように設定されたEメールセキュリティア
プライアンスは、そのセキュリティ管理アプライアンスからリリースされるメールの受信を自動

的に予測し、このようなメッセージを逆戻りして受信した場合は再処理を行いません。これを機

能させるために、セキュリティ管理アプライアンスの IPアドレスが変わらないようにしてくださ
い。セキュリティ管理アプライアンスの IPアドレスが変わると、受信側のEメールセキュリティ
アプライアンスは、メッセージを他の着信メッセージであるものとして処理します。セキュリティ

管理アプライアンスの受信と配信では、常に同じ IPアドレスを使用する必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスでは、スパム隔離設定で指定されている IPアドレスから隔離対
象のメールを受け入れます。セキュリティ管理アプライアンスで、スパム隔離を設定するには、

『Cisco Content Security Management Appliance User Guide』を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスによってリリースされたメールは、スパム隔離設定で定義され

たように、プライマリおよびセカンダリホストに配信されます（『CiscoContentSecurityManagement
Appliance User Guide』を参照）。したがって、セキュリティ管理アプライアンスにメールを配信
するEメールセキュリティアプライアンスの数に関係なく、リリースされるすべてのメール、通
知、およびアラートが単一のホスト（グループウェアまたはコンテンツセキュリティアプライア

ンス）に送信されます。セキュリティ管理アプライアンスからの配信によって、プライマリホス

トが過負荷にならないように注意してください。

ローカルのスパム隔離から外部の隔離への移行

Eメールセキュリティアプライアンス上で現在使用中のローカルのスパム隔離を、そのローカル
隔離内のメッセージにアクセスできるようにしたまま、セキュリティ管理アプライアンスでホス

トされる外部スパム隔離に移行する場合は、移行中に新しいメッセージがローカル隔離に入らな

いようにする必要があります。
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次の戦略の使用を検討します。

•アンチスパム設定の設定：セキュリティ管理アプライアンスを代替ホストとして指定して、
メールポリシーにアンチスパム設定を設定します。この処置により、ローカル隔離にアクセ

ス可能なまま、新しいスパムは外部の隔離に送信されます。

•より短い有効期限の設定：ローカル隔離に対して [次の日数の経過後に削除（Schedule Delete
After）]設定をより短い期間に設定します。

•残っているすべてのメッセージを削除：ローカル隔離内に残っているすべてのメッセージを
削除するには、その隔離をディセーブルにし、ローカル隔離のページで [すべて削除（Delete
All）]リンクをクリックします（スパム隔離からのメッセージの削除, （936ページ）を参
照）。このリンクは、まだメッセージが残っているローカルのスパム隔離がディセーブルに

なっているときにだけ使用可能になります。

これで外部隔離をイネーブルにし、ローカル隔離をディセーブルにする準備ができます。

ローカル隔離と外部隔離の両方がイネーブルの場合、ローカル隔離が使用されます。（注）

外部スパム隔離と外部セーフリスト/ブロックリストの有効化
Eメールセキュリティアプライアンスでは、外部スパム隔離を 1つだけイネーブルにすることが
できます。

はじめる前に

•メールフローおよび外部スパム隔離, （1245ページ）の情報を確認してください。

•ローカルのスパム隔離から外部の隔離への移行,（1245ページ）の情報を確認してから実行し
てください。

•中央集中型スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト機能をサポートするようにセキュ
リティ管理アプライアンスを設定します。お使いのセキュリティ管理アプライアンスのマ

ニュアルを参照してください。

•これまで、Eメールセキュリティアプライアンスに別の外部スパム隔離を設定していた場合
は、まず、その外部スパム隔離設定をディセーブルにする必要があります。

Eメールセキュリティアプライアンスごとに次の手順を完了します。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [集約管理サービス（Centralized Services）] > [スパム隔離
（Spam Quarantine）]を選択します。

ステップ 2 [構成]をクリックします。
ステップ 3 [スパム外部隔離を有効にする（Enable External Spam Quarantine）]を選択します。
ステップ 4 [名前（Name）]フィールドに、セキュリティ管理アプライアンスの名前を入力します。
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この名前に意味はありません。参照目的でのみ使用されます。たとえば、セキュリティ管理アプライアン

スのホスト名を入力します。

ステップ 5 IPアドレスとポート番号を入力します。
これらは [スパム隔離設定（Spam Quarantines Settings）]ページ（[管理アプライアンス（Management
Appliance）] > [集約管理サービス（Centralized Services）] > [スパム隔離（SpamQuarantine）]）でセキュリ
ティ管理アプライアンスに指定した IPアドレスとポート番号に一致する必要があります。

ステップ 6 （任意）外部のセーフリスト/ブロックリスト機能をイネーブルにするチェックボックスをオンにして、
適切なブロックリストアクションを指定します。

ステップ 7 変更を送信し、保存します。

ステップ 8 この手順を Eメールセキュリティアプライアンスごとに繰り返します。

ローカルのスパム隔離を無効化して外部隔離をアクティブ化する

外部スパム隔離をイネーブルにする前に、ローカルのスパム隔離を使用していた場合、外部検疫

にメッセージを送信するためにはローカル隔離をディセーブルにする必要があります。

はじめる前に

外部スパム隔離と外部セーフリスト/ブロックリストの有効化,（1246ページ）の「はじめる前に」
の項の情報を含む、すべての手順に従ってください。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択します。
ステップ 2 [スパム検疫（Spam Quarantine）]セクションで、[スパム検疫（Spam Quarantine）]リンクをクリックしま

す。

ステップ 3 [スパム隔離を有効にする（Enable Spam Quarantine）]をオフにします。
この変更によって生じたメールポリシーを調整するための警告は無視します。外部隔離を設定していた場

合、メールポリシーは自動的に外部スパム隔離にメッセージを送信します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

外部のスパム隔離のトラブルシューティング

外部隔離から解放されたメッセージを Eメールセキュリティアプライアンスが再処理する

問題：セキュリティ管理アプライアンスからリリースされたメッセージが、Eメールセキュリティ
アプライアンスによって不必要に再処理されます。

解決策：これはセキュリティ管理アプライアンスの IPアドレスが変更された場合に発生すること
があります。メールフローおよび外部スパム隔離, （1245ページ）を参照してください。
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一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離

について

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

セキュリティ管理アプライアンス上でポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を中央集

中型にできます。メッセージは、Eメールセキュリティアプライアンスによって処理されます
が、セキュリティ管理アプライアンス上の隔離に格納されます。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を一元化する利点としては、次のものがありま

す。

•管理者は複数の Eメールセキュリティアプライアンスで隔離されたメッセージを 1か所で
管理できます。

•セキュリティリスクを減らすため、隔離されたメッセージはDMZ内ではなくファイアウォー
ルの内側に保管されます。

•一元化された隔離は、セキュリティ管理アプライアンスの標準のバックアップ機能を使用し
て実行できます。

詳細については、お使いのセキュリティ管理アプライアンスのユーザマニュアルまたはオンライ

ンヘルプを参照してください。

一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の制限事項

•各 Eメールセキュリティアプライアンスでは、すべてのポリシー、ウイルス、アウトブレ
イク隔離を一元化するか、またはすべてローカルに保存する必要があります。

•スキャンエンジンがセキュリティ管理アプライアンスでは使用できないため、ウイルスにつ
いてのポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のテストメッセージを手動でテスト

できません。

クラスタ構成の一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の要件

一元化されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を、クラスタ化されたアプライア

ンスの任意のレベルでイネーブルにできます。

要件：

• Eメールセキュリティアプライアンスの特定のレベル（マシン、グループ、またはクラス
タ）で一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離をイネーブルにする前に、同

じレベルに属するすべてのアプライアンスを最初にセキュリティ管理アプライアンスに追加

する必要があります。
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•コンテンツ、メッセージフィルタおよび DLPメッセージアクションは同じレベルで設定さ
れ、そのレベル以下のすべてのレベルで上書きされない必要があります。

•一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離は同じレベルで設定され、設定した
レベル以下のすべてのレベルで上書きされない必要があります。

•セキュリティ管理アプライアンスとの通信に使用するインターフェイスが、グループまたは
クラスタ内のすべてのアプライアンスで同じ名前になっていることを確認します。

次に例を示します。

Eメールセキュリティアプライアンスで、クラスタまたはグループレベルで一元化されたポリ
シー、ウイルス、アウトブレイク隔離をイネーブルにしたい一方で、クラスタに接続されている

が設定がマシンレベルで定義されている場合、クラスタまたはグループレベルでこの機能をイ

ネーブルにする前に、マシンレベルでの集中型の隔離設定を削除する必要があります。

ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の移行について

ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離を一元化すると、Eメールセキュリティアプライアン
スの既存のポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離はセキュリティ管理アプライアンスに移行

します。

セキュリティ管理アプライアンスで移行を設定しますが、Eメールセキュリティアプライアンス
で一元化されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のイネーブル化の変更を確定し

たときに移行が発生します。

この変更を確定すると、次が発生します。

• Eメールセキュリティアプライアンスのローカルポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔
離がディセーブルになります。これらの隔離に入る新しいメッセージはすべてセキュリティ

管理アプライアンスで隔離されます。

•セキュリティ管理アプライアンスへの既存の非スパム隔離の移行が開始されます。

•すべてのローカルポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離が削除されます。カスタム移行
を設定した場合は、移行しないように選択したローカルポリシー隔離もすべて削除されま

す。ポリシー隔離の削除の影響については、ポリシー隔離の削除について,（897ページ）を
参照してください。

•移行前に複数の隔離に存在したメッセージは、移行後に該当の集中型隔離に存在します。

•移行はバックグラウンドで実行されます。かかる時間は、隔離エリアのサイズとネットワー
クによって異なります。Eメールセキュリティアプライアンスで中央集中型の隔離をイネー
ブルにすると、移行が完了したときに通知を受け取るための 1つまたは複数の電子メールア
ドレスを入力できます。

•送信元ローカル隔離ではなく中央集中型の隔離の設定が、それらのメッセージに適用されま
す。ただし、元の有効期限は各メッセージに適用されたままです。
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移行時に自動的に作成されるすべての中央集中型の隔離は、デフォルトの隔離設定になりま

す。

（注）

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約

はじめる前に

メンテナンスウィンドウからまたはピーク時間帯以外に、この手順を実行してください。（注）

•最初にセキュリティ管理アプライアンスに、一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレ
イク隔離の設定をします。オンラインヘルプの「Centralized Policy, Virus, and Outbreak
Quarantines」の章の「Centralized Policy, Virus, andOutbreakQuarantines」の項にあるテーブル、
またはセキュリティ管理アプライアンスのユーザガイドを参照してください。

•セキュリティ管理アプライアンスで中央集中型の隔離に割り当てられた容量が既存のローカ
ル隔離が占める総容量よりも小さい場合、メッセージはセキュリティ管理アプライアンスの

隔離の設定に基づいて早期に期限切れとなります。移行の前に、隔離エリアのサイズを減ら

す手動の操作を行うことを検討してください。早期の期限切れの詳細については、隔離メッ

セージに自動的に適用されるデフォルトアクション, （894ページ）を参照してください。

•自動的な移行を選択する場合、または移行中に中央集中型の隔離を作成するためのカスタム
移行を設定する場合は、中央集中型の隔離を設定するためのガイドラインとして使用できる

よう、現在の Eメールセキュリティアプライアンスの隔離設定を書き留めておくようにし
てください。

• Eメールセキュリティアプライアンスをクラスタコンフィギュレーションで展開している
場合は、クラスタ構成の一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の要件, （
1248ページ）を参照してください。

•この手順で確定した変更は、すぐに発生することに注意してください。ポリシー、ウイル
ス、アウトブレイク隔離の移行について, （1249ページ）を参照してください。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [集約管理サービス（Centralized Services）] > [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）]を選択します。

ステップ 2 [有効（Enable）]をクリックします。
ステップ 3 セキュリティ管理アプライアンスとの通信に使用するインターフェイスおよびポートを入力します。

セキュリティ管理アプライアンスからインターフェイスおよびポートに到達可能であることを確認しま

す。

電子メールセキュリティアプライアンスがクラスタ化されている場合、選択したインターフェイスがク

ラスタ内のすべてのマシンで使用できる必要があります。
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ステップ 4 移行が完了したときに通知を受け取るには、1つまたは複数の電子メールアドレスを入力します。
ステップ 5 想定どおりであるか確認するために、移行された隔離に関する情報を確認します。

ステップ 6 カスタム移行を完了した場合は、この手順で変更を確定した際に削除される隔離に注意してください。

ステップ 7 コンテンツおよびメッセージフィルタ、およびアップデートするための DLPメッセージアクションに関
する情報が、想定どおりであることを確認します。

クラスタ設定では、フィルタおよびメッセージアクションが特定のレベルで定義され、そのレ

ベル以下のすべてのレベルで上書きされていない場合に限り、メッセージフィルタアクション

は特定のレベルで自動的にアップデートできます。移行後は、中央集中型の隔離名でフィルタ

およびメッセージアクションを手動で再設定する必要があります。

（注）

ステップ 8 移行のマッピングを再設定する必要がある場合は、次を実行します。

a) セキュリティ管理アプライアンスに戻ります。
b) 移行のマッピングを再設定します。
管理アプライアンスで、再マッピングする隔離を選択し、[集中型隔離から削除（RemovefromCentralized
Quarantine）]をクリックします。その後、隔離を再マッピングできます。

c) セキュリティ管理アプライアンスの新しい移行構成を確定します。
d) この手順を最初から繰り返します。
重要[セキュリティサービス（Security Services）] > [集約管理サービス（Centralized Services）] > [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）]ページを必ずリ
ロードしてください。

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 10 移行のマッピングを再設定する必要がある場合は、ステップ 8の手順に従います。
ステップ 11 変更を保存します。

移行の進行中は、Eメールセキュリティアプライアンスまたはセキュリティ管理アプライアン
スの構成を変更しないでください。

（注）

ステップ 12 ページの上部で移行ステータスを確認します。また、移行を設定するときに電子メールアドレスを入力し
た場合は、移行の完了を通知する電子メールを待ってください。

次の作業

オンラインヘルプの「Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantines」の項目にある表、または
セキュリティ管理アプライアンスのユーザガイドに記載されているその他の作業を実行します。

関連項目

•ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定,
（900ページ）
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一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離のディセーブ

ル化について

Eメールセキュリティアプライアンスで一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離
を無効にする場合、次が発生します。

•ローカル隔離は、Eメールセキュリティアプライアンス上で自動的にイネーブルになりま
す。

•システムに作成された隔離、およびメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、DLPアク
ションから参照される隔離は、自動的に Eメールセキュリティアプライアンスで作成され
ます。ウイルス、アウトブレイク、および未分類の隔離は、割り当て済みユーザルールを含

め、隔離が一元化される前と同じ設定で作成されます。その他すべての隔離は、デフォルト

設定で作成されます。

•新しく隔離されたメッセージは、すぐにローカル隔離に入ります。

•中央集中型の隔離エリア内のメッセージは、ディセーブルにされたとき、次のいずれかが発
生するまでそのままです。

◦有効期限が切れたとき、メッセージは手動で削除するか自動的に削除されます。

◦メッセージは次のいずれかに該当する場合、手動または自動的にリリースされます。

*セキュリティ管理アプライアンスで代替のリリースのアプライアンスが設定されている。セキュ
リティ管理アプライアンスについては、オンラインヘルプまたはマニュアルを参照してくださ

い。

*中央集中型の隔離が Eメールセキュリティアプライアンス上で再度イネーブルになります。

中央集中型のポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離のディセーブル化

はじめる前に

•中央集中型のポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離のディセーブル化の影響を理解しま
す。

•次のいずれかを実行します。

◦現在中央集中型のポリシー、およびウイルスアウトブレイク隔離内にあるすべてのメッ
セージを処理します。

◦ディセーブルにした後で、中央集中型の隔離エリアから解放されるメッセージを処理す
る代替のリリースのアプライアンスが指定されていることを確認します。詳細について
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は、セキュリティ管理アプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドを参照

してください。

ステップ 1 Eメールセキュリティアプライアンスで、[セキュリティサービス（Security Services）] > [集約管理サー
ビス（Centralized Services）] > [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）]を選択します。

ステップ 2 一元化されたスパム、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離をディセーブルにします。

ステップ 3 変更内容を送信し、確定します。

ステップ 4 新しく作成したローカル隔離の設定をカスタマイズします。

一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離のトラブル

シューティング

シスコのコンテンツのセキュリティ管理アプライアンスが使用できない場合

ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離が使用できなくなったセキュリティ管理アプライアン

スで一元化されている場合、Eメールセキュリティアプライアンスでこれらの中央集中型の隔離
を無効にする必要があります。

交換用セキュリティ管理アプライアンスを展開する場合は、セキュリティ管理アプライアンスと

各Eメールセキュリティアプライアンスで隔離の移行を再設定しなければなりません。オンライ
ンヘルプの「Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantines」の章の「Centralized Policy, Virus,
andOutbreakQuarantines」の項にあるテーブル、またはセキュリティ管理アプライアンスのユーザ
ガイドを参照してください。

中央集中型レポーティングの設定

はじめる前に

•セキュリティ管理アプライアンスで中央集中型レポーティングを有効にして設定します。前
提条件と手順について、『Cisco Content Security Management Appliance User Guide』を参照し
てください。
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•セキュリティ管理アプライアンスでレポーティングサービスに十分なディスク領域が割り当
てられていることを確認します。

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [レポート（Reporting）]をクリックします。
ステップ 2 [レポートサービス（Reporting Service）]セクションで [集約管理レポート（Centralized Reporting）]オプ

ションを選択します。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

高度なマルウェア防御レポートの要件

セキュリティ管理アプライアンスでの高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーションとファ

イル分析）機能に関する完全なレポートに必要な設定ついては、オンラインヘルプの電子メール

レポートの章の高度なマルウェア防御レポートについての情報、またはお使いのバージョンのセ

キュリティ管理アプライアンスソフトウェアのユーザガイドを参照してください。

中央集中型レポーティングに変更後のレポート情報の可用性

Eメールセキュリティアプライアンスで中央集中型レポーティングを有効にすると、次の状態に
なります。

• Eメールセキュリティアプライアンスにある月次レポート用の既存データは、セキュリティ
管理アプライアンスに転送されません。

• Eメールセキュリティアプライアンスにあるアーカイブレポートは、使用できなくなりま
す。

• Eメールセキュリティアプライアンスは週次データのみ保存します。

•月次レポートおよび年次レポート用の新規データは、セキュリティ管理アプライアンスに保
存されます。

• Eメールセキュリティアプライアンスでスケジュール設定されたレポートは、停止されま
す。

• Eメールセキュリティアプライアンス上のスケジュール設定されたレポートの設定ページに
はアクセスできなくなります。

中央集中型レポーティングのディセーブル化について

Eメールセキュリティアプライアンスで中央集中型レポーティングをディセーブルにした場合、
Eメールセキュリティアプライアンスで新規月次レポートデータの保存が開始され、スケジュー
ルされたレポートが再開し、アーカイブされたレポートにアクセスできます。中央集中型レポー
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ティングをディセーブルにした場合に、Eメールセキュリティアプライアンスでは、過去の時間
および日ごとのデータだけが表示され、過去の週ごとや月ごとのデータは表示されません。これ

は、一時的な変更です。十分なデータが蓄積されれば、過去の週および月のレポートが表示され

ます。Eメールセキュリティアプライアンスを中央集中型レポーティングモードに戻した場合、
過去の週のデータはインタラクティブレポートに表示されます。

中央集中型メッセージトラッキングの設定

はじめる前に

Eメールセキュリティアプライアンスで中央集中型トラッキングおよびローカルトラッキン
グの両方をイネーブルにすることはできません。

（注）

ステップ 1 [セキュリティサービス（Security Services）] > [メッセージトラッキング（Message Tracking）]をクリッ
クします。

ステップ 2 [メッセージトラッキングサービス（MessageTrackingService）]セクションで [設定を編集（Edit Settings）]
をクリックします。

ステップ 3 [メッセージトラッキングサービスを有効にする（Enable Message Tracking Service）]チェックボックスを
選択します。

ステップ 4 [集約管理トラッキング（Centralized Tracking）]オプションを選択します。
ステップ 5 （任意）拒否された接続に関する情報を保存するチェックボックスをオンにします。

拒否された接続のトラッキング情報を保存すると、セキュリティ管理アプライアンスのパフォー

マンスに悪影響を与えるおそれがあります。

（注）

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

次の作業

中央集中型トラッキングを使用するには、Eメールセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理ア
プライアンスの両方で監視機能をイネーブルにする必要があります。セキュリティ管理アプライアンス上

で中央集中型トラッキングを有効にするには、『Cisco Content Security Management Appliance User Guide』
を参照してください。

中央集中型サービスの使用
集約管理サービスを使用する手順については、『Cisco Content Security Management Appliance User
Guide』を参照してください。
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付録 A
FTP、SSH、および SCP アクセス

この付録の構成は、次のとおりです。

• IPインターフェイス, 1257 ページ

• Eメールセキュリティアプライアンスへの FTPアクセスの設定, 1259 ページ

• セキュアコピー（scp）アクセス, 1261 ページ

• シリアル接続経由での Eメールセキュリティアプライアンスへのアクセス, 1262 ページ

IP インターフェイス
IPインターフェイスには、ネットワークへの個別の接続に必要なネットワーク設定データが含ま
れています。1つの物理イーサネットインターフェイスに対して複数の IPインターフェイスを設
定できます。IPインターフェイスまたは両方にインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）
または IP Version 6（IPv6）を割り当てることができます。

表 151：インターフェイスに対してデフォルトでイネーブルになるサービス

デフォルトでイネーブ

ルかどうか

新規作成されたイン

ターフェイス

管理インターフェイス
2

デフォルトポートサービス

[いいえ（No）][いいえ（No）]21FTP

[いいえ（No）][はい（Yes）]22SSH

[いいえ（No）][はい（Yes）]80HTTP

[いいえ（No）][はい（Yes）]443HTTPS
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ここに示す「管理インターフェイス」の設定は、Cisco C170およびアプライアンスの Data 1インターフェイスのデフォルト設定でもありま
す。

•グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）を使用してアプライアンスにアクセスする必
要がある場合は、インターフェイスで HTTP、HTTPS、またはその両方をイネーブルにする
必要があります。

•設定ファイルのアップロードまたはダウンロードを目的としてアプライアンスにアクセスす
る必要がある場合は、インターフェイスで FTPをイネーブルにする必要があります。

• Secure Copy（scp）を使用しても、ファイルをアップロードまたはダウンロードできます。

IPインターフェイス経由のスパム隔離への HTTPまたは HTTPSアクセスを設定できます。

電子メール配信および仮想ゲートウェイでは、各 IPインターフェイスが特定の IPアドレスおよ
びホスト名を持つ 1つの仮想ゲートウェイアドレスとして動作します。インターフェイスを独立
したグループに（CLIを使用して）「参加」させることもできます。システムは、電子メールの
配信時にこれらのグループを順番に使用します。

仮想ゲートウェイへの参加またはグループ化は、複数のインターフェイス間で大規模な電子メー

ルキャンペーンをロードバランシングするのに役立ちます。VLANを作成し、他のインターフェ
イスと同様に（CLIを使用して）設定することもできます。詳細については、次を参照してくだ
さい。高度なネットワーク構成, （1089ページ）

AsynOS によるデフォルト IP インターフェイスの選択方法
AsyncOSは、[ネットワーク（Network）] > [IPインターフェイス（IP Interfaces）]ページまたは
ifconfig CLIコマンドで表示された最も小さな番号の IPアドレスに基づいてデフォルト IPイン
ターフェイスを選択します。当該のサブネット上に存在するリストの最初の IPインターフェイス
が使用されます。

同一サブネット内で複数の IPアドレスがデフォルトゲートウェイとして設定されている場合、最
も小さな番号の IPアドレスが使用されます。たとえば、次の IPアドレスが同一サブネット内で
設定されているとします。

• 10.10.10.2/24

• 10.10.10.30/24

• 10.10.10.100/24

• 10.10.10.105/24

AsyncOSはデフォルトの IPインターフェイスとして 10.10.10.2/24を選択します。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1258

FTP、SSH、および SCP アクセス
AsynOS によるデフォルト IP インターフェイスの選択方法



E メールセキュリティアプライアンスへの FTP アクセス
の設定

ステップ 1 [ネットワーク（Network）] > [IPインターフェイス（IP Interfaces）]ページまたは interfaceconfigコマン

ドを使用して、インターフェイスに対して FTPアクセスをイネーブルにします。
サービスを interfaceconfigコマンドでディセーブルにすると、CLIとの接続が解除されることが
あります。これは、アプライアンスにどのように接続しているかによって異なります。管理ポー

トで別のプロトコル、シリアルインターフェイス、またはデフォルト設定を使用してアプライア

ンスに再接続できない場合は、このコマンドでサービスをディセーブルにしないでください。

危険

ステップ 2 変更を送信し、保存します。

ステップ 3 FTP経由でインターフェイスにアクセスします。インターフェイスに対して正しい IPアドレスを使用し
ていることを確認します。次に例を示します。

$ ftp 192.168.42.42

ブラウザの多くは、FTP経由でもインターフェイスにアクセスできま
す。

（注）

ステップ 4 実行しようとする特定のタスクのディレクトリを参照します。FTP経由でインターフェイスにアクセスし
たら、次のディレクトリを参照し、ファイルをコピーおよび追加（「GET」および「PUT」）できます。
次の表を参照してください。
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説明ディレクトリ名

以下のコマンドからのデータがこのディレクトリにエクスポートされるか、この

ディレクトリからデータがインポート（保存）されます。

• Virtual Gatewayマッピング（altsrchost）

• XML形式の設定データ（saveconfig、loadconfig）

•ホストアクセステーブル（HAT）（hostaccess）

•受信者アクセステーブル（RAT）（rcptaccess）

• SMTPルートエントリ（smtproutes）

•エイリアステーブル（aliasconfig）

•マスカレードテーブル（masquerade）

•メッセージフィルタ（filters）

•グローバル配信停止データ（unsubscribe）

• traceコマンドのテストメッセージ

•セーフリスト/ブロックリストバックアップファイル（slbl<タイムスタンプ><
シリアル番号>.csv形式で保存）

/configuration

Anti-Virusエンジンのログファイルが保存されるディレクトリです。このディレク
トリにあるログファイルを検査して、ウイルス定義ファイル（scan.dat）の成功し

た最終ダウンロードを手動で確認できます。

/antivirus

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1260

FTP、SSH、および SCP アクセス
E メールセキュリティアプライアンスへの FTP アクセスの設定



説明ディレクトリ名

logconfigコマンドとrollovernowコマンドを使用するロギング用に自動的に作成さ

れます。各ログの詳細については、ログ, （1105ページ）を参照してください。

ログファイルタイプの違いについては、「ログファイルタイプの比較」を参照し

てください。

/configuration

/system_logs

/cli_logs

/status

/reportd_logs

reportqueryd_logs

/ftpd_logs

/mail_logs

/asarchive

/bounces

/error_logs

/avarchive

/gui_logs

/sntpd_logs

/RAID.output

/euq_logs

/scanning

/antispam

/antivirus

/euqgui_logs

/ipmitool.output

ステップ 5 FTPプログラムを使用して、適切なディレクトリに対するファイルのアップロードおよびダウンロードを
行います。

セキュアコピー（scp）アクセス
クライアントオペレーティングシステムで secure copy（scp）コマンドをサポートしている場合

は、前述の表に示すディレクトリ間でファイルをコピーできます。たとえば、次の例では、ファ

イル /tmp/test.txtは、クライアントマシンからホスト名が mail3.example.comのアプライアンス

の configurationディレクトリにコピーされます。
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コマンドを実行すると、ユーザ（admin）のパスフレーズを求めるプロンプトが表示されることに
注意してください。この例を参考用としてだけ示します。特殊なオペレーティングシステムの

secure copyの実装方法によって異なる場合があります。

% scp /tmp/test.txt admin@mail3.example.com:configuration

The authenticity of host 'mail3.example.com (192.168.42.42)' can't be established.

DSA key fingerprint is 69:02:01:1d:9b:eb:eb:80:0c:a1:f5:a6:61:da:c8:db.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added 'mail3.example.com ' (DSA) to the list of known hosts.

admin@mail3.example.com's passphrase: (type the passphrase)

test.txt 100% |****************************| 1007 00:00

%

この例では、同じファイルがアプライアンスからクライアントマシンにコピーされます。

% scp admin@mail3.example.com:configuration/text.txt .

admin@mail3.example.com's passphrase: (type the passphrase)

test.txt 100% |****************************| 1007 00:00

%

Ciscoアプライアンスに対するファイルの転送および取得には、secure copy（scp）を FTPに代わ
る方法として使用できます。

operatorsグループおよび administratorsグループのユーザだけが、アプライアンスへのアクセス
に secure copy（scp）を使用できます。詳細については、ユーザの追加, （943ページ）を参照
してください。

（注）

シリアル接続経由での E メールセキュリティアプライア
ンスへのアクセス

シリアル接続を介してアプライアンスに接続する場合は、コンソールポートに関する次の情報を

使用します。

このポートの詳細については、アプライアンスのハードウェアインストールガイドを参照してく

ださい。
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80 および 90 シリーズハードウェアでのシリアルポートのピン割り当
ての詳細

70 シリーズハードウェアでのシリアルポートのピン割り当ての詳細
次の図に、シリアルポートコネクタのピン番号を示し、以下の表でシリアルポートコネクタの

ピン割り当てとインターフェイス信号を定義します。

図 87：シリアルポートのピン番号

表 152：シリアルポートのピン割り当て

定義（Definition）I/O信号（Signal）ピン

データキャリア検出DCD1

シリアル入力SIN2

シリアル出力SOUT3

データターミナルレディDTR4

信号アース適用対象外GND5

データセットレディDSR[6]
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定義（Definition）I/O信号（Signal）ピン

送信要求RTS7

送信可CTS8

リングインジケータRI9

シャーシアース適用対象外適用対象外シェル
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付録 B
ネットワークと IP アドレスの割り当て

この付録の構成は、次のとおりです。

• イーサネットインターフェイス, 1265 ページ

• IPアドレスとネットマスクの選択, 1265 ページ

• コンテンツセキュリティアプライアンスを接続するための戦略, 1268 ページ

イーサネットインターフェイス
Ciscoコンテンツセキュリティアプライアンスには、構成（任意選択の光ネットワークインター
フェイスがあるかどうか）に応じて、システムの背面パネルに最大 4つのイーサネットインター
フェイスがあります。次のラベルが付いています。

•管理

• Data1

• Data2

• Data3

• Data4

IP アドレスとネットマスクの選択
ネットワークを設定するとき、コンテンツセキュリティアプライアンスが発信パケットの送信に

一意のインターフェイスを選択できる必要があります。この要件によって、イーサネットイン

ターフェイスの IPアドレスとネットマスクの選択に関して、いくつかのことが決まります。単一
のネットワークに配置できるインターフェイスは 1つのみというのがルールです（ネットマスク
がインターフェイスの IPアドレスに適用されることでそのように定められます）。

IPアドレスは、指定されたネットワークの物理インターフェイスを識別します。物理イーサネッ
トインターフェイスは、パケットを受け取る IPアドレスを複数持つことができます。複数の IP
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アドレスを持つイーサネットインターフェイスは、パケットの送信元アドレスとしていずれか 1
つの IPアドレスを使用して、インターフェイスからパケットを送信できます。このプロパティ
は、仮想ゲートウェイテクノロジーの実装で使用されます。

ネットマスクの目的は、IPアドレスをネットワークアドレスとホストアドレスに分割することで
す。ネットワークアドレスは、IPアドレスのネットワーク部分（ネットマスクと一致するビッ
ト）と見なすことができます。ホストアドレスは、IPアドレスの残りのビットです。4オクテッ
トアドレス内の有効なビット数は、クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）形式で表現さ
れることがあります。これは、スラッシュ記号、後にビット数（1～ 32）が続きます。

この方法では、単純にバイナリ表記で 1を数えることでネットマスクを表現できます。したがっ
て 255.255.255.0は「/24」となり、255.255.240.0は「/20」となります。

インターフェイス設定のサンプル

ここでは、いくつかの代表的なネットワークに基づいたインターフェイスの設定例を示します。

この例では、Int1と Int2の 2つのインターフェイスを使用します。コンテンツセキュリティアプ
ライアンスの場合、これらのインターフェイス名は、3つのインターフェイス（Management、
Data1、Data2）の中の 2つのインターフェイスを示します。

ネットワーク 1：

インターフェイスはそれぞれ、別々のネットワークに配置する必要があります。

ネットアドレスネットマスク[IPアドレス（IP
Address）]

インターフェイス

（Interface）

192.168.1.0/24255.255.255.0192.168.1.10Int1

192.168.0.0/24255.255.255.0192.168.0.10Int2

192.168.1.X宛てのデータ（Xは自分のアドレスを除く 1～ 255の任意の数字、この場合は 10）は
Int1に出力されます。192.168.0.X宛てのすべてのデータは Int2に出力されます。この形式ではな
い他のアドレス（最も考えられるのはWANまたはインターネット上）に向かうパケットは、デ
フォルトゲートウェイに送信されます。デフォルトゲートウェイはこれらのネットワークのどち

らかの上に存在する必要があります。その後、デフォルトゲートウェイがパケットを転送しま

す。

ネットワーク 2：

2つの異なるインターフェイスのネットワークアドレス（IPアドレスのネットワーク部分）は同
じにすることができません。

ネットアドレスネットマスク[IPアドレス（IP
Address）]

イーサネットインター

フェイス

192.168.0.0/16255.255.0.0192.168.1.10Int1
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ネットアドレスネットマスク[IPアドレス（IP
Address）]

イーサネットインター

フェイス

192.168.0.0/16255.255.0.0192.168.0.10Int2

この場合、2つの異なるイーサネットインターフェイスが同じネットワークアドレスを持つとい
う矛盾した状態になっています。コンテンツセキュリティアプライアンスからのパケットが

192.168.1.11に送信された場合、パケットの配信にどのイーサネットインターフェイスを使用す
べきかは特定できません。2つのイーサネットインターフェイスが2つの物理ネットワークに別々
に接続されている場合、パケットは誤ったネットワークに配信される可能性があり、そうすると

そのパケットの送信先を見つけることはできません。コンテンツセキュリティアプライアンスで

は、競合するネットワークを設定できません。

2つのイーサネットインターフェイスを同じ物理ネットワークに接続することはできますが、コ
ンテンツセキュリティアプライアンスが一意の配信インターフェイスを選択できるように IPア
ドレスとネットマスクを設定する必要があります。

IP アドレス、インターフェイス、およびルーティング
GUIまたは CLIで、インターフェイスを選択可能なコマンドや関数を実行する際にインターフェ
イスを選択した場合（たとえば、AsyncOSのアップグレードやDNSの設定など）、ルーティング
（デフォルトゲートウェイ）が選択した内容よりも優先されます。

たとえば、次のように 3つのネットワークインターフェイスがそれぞれ別のネットワークセグメ
ントに設定されたコンテンツセキュリティアプライアンスがあるとします（すべて /24と仮定）。

IPEthernet

192.19.0.100管理

192.19.1.100Data1

192.19.2.100Data2

デフォルトゲートウェイは 192.19.0.1です。

ここで、AsyncOSのアップグレード（またはインターフェイスを選択できる他のコマンドや関数）
を実行し、Data1上の IP（192.19.1.100）を選択した場合、すべての TCPトラフィックが Data1
イーサネットインターフェイス経由になると予想されることと思います。しかし、実際には、デ

フォルトゲートウェイとして設定されているインターフェイス（ここではManagement）からト
ラフィックが送出されます。ただし、トラフィックの送信元アドレスには Data1の IPが設定され
ています。
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要約

コンテンツセキュリティアプライアンスは、配信可能なパケットが経由する一意のインターフェ

イスを常に識別できなければなりません。この決定を行うために、コンテンツセキュリティアプ

ライアンスは、パケットの宛先 IPアドレスと、そのイーサネットインターフェイスのネットワー
クおよび IPアドレス設定を組み合わせて使用します。次の表に、ここまで説明してきた例をまと
めます。

異なるネットワーク同じネットワーク

AllowedAllowed同じ物理インターフェイス

Allowed不可異なる物理インターフェイス

コンテンツセキュリティアプライアンスを接続するため

の戦略
アプライアンスを接続する際には、次の点に留意してください。

•通常、管理トラフィック（CLI、Webインターフェイス、ログ配信）は、電子メールトラ
フィックよりもはるかに少量です。

• 2つのイーサネットインターフェイスが同じネットワークスイッチに接続されているが最終
的にダウンストリームの別のホスト上の単一インターフェイスと通信するだけの場合、ある

いはすべてのデータがすべてのポートにエコーされるネットワークハブにそれらが接続され

ている場合、2つのインターフェイスを使用しても得られる利点はありません。

• 1000Base-Tで動作しているインターフェイスでの SMTPカンバセーションは、100Base-Tで
動作している同じインターフェイスでのカンバセーションよりも少し高速ですが、速くなる

のは理想的な条件下でのみです。

•配信ネットワークの別の箇所にボトルネックがある場合、ネットワークへの接続を最適化し
ても意味はありません。ボトルネックは、インターネットへの接続および接続プロバイダー

のさらにアップストリームで最も頻繁に発生します。

接続に使用するインターフェイスの数とそれらへのアドレス指定の方法は、基礎となるネットワー

クの複雑性によって決める必要があります。ご使用のネットワークトポロジやデータのボリュー

ムから判断して不要であれば、複数のインターフェイスに接続する必要はありません。また、最

初は単純な接続にしておき、ゲートウェイに慣れてきたら、ボリュームやネットワークトポロジ

での必要に応じて接続を増やすこともできます。
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付録 C
メールポリシーとコンテンツフィルタの例

この付録の構成は、次のとおりです。

• 受信メールポリシーの概要, 1269 ページ

受信メールポリシーの概要
この例では、次のタスクを示し、メールポリシーの機能について説明します。

1 デフォルトの着信メールポリシーのアンチスパム、アンチウイルス、アウトブレイクフィル

タおよびコンテンツフィルタを編集します。

2 販売部とエンジニアリング部の異なるユーザのセットに2つの新しいポリシーを追加して、そ
れぞれに異なる電子メールセキュリティ設定を指定します。

3 [着信メールポリシーの概要（Incoming Mail Overview policy）]テーブルで使用する 3つの新し
いコンテンツフィルタを作成します。

4 ポリシーをもう一度編集して、コンテンツフィルタをグループによってイネーブルまたはディ

セーブルにします。

この例では、受信者によって異なるメールポリシーのアンチスパム、アンチウイルス、アウトブ

レイクフィルタおよびコンテンツフィルタの設定を管理できる、機能と柔軟性を示しています。

この例では、メールポリシーおよびコンテンツフィルタのアクセス権限を持つ「ポリシー管理

者」と呼ばれるカスタムユーザロールを割り当てます。アンチスパム、アンチウイルス、アウト

ブレイクフィルタ、および委任管理の機能の詳細については、次の章を参照してください。

•スパム対策, （349ページ）

•アンチウイルス, （327ページ）

•アウトブレイクフィルタ, （399ページ）

•管理タスクの分散, （939ページ）
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メールポリシーへのアクセス

[メールポリシー（Mail Policies）]メニューを使用して、着信および発信メールポリシーにアクセ
スできます。

新規システムでは、システムセットアップウィザードのすべての手順を完了して、Anti-Spam、
SophosまたはMcAfee Anti-Virusおよびアウトブレイクフィルタをイネーブルにするように選択
した場合、以下の図のような [着信メールポリシー（IncomingMail Policies）]ページが表示されま
す。

デフォルトでは、これらの設定は、デフォルトの着信メールポリシーでイネーブルにされます。

•アンチスパム（スパム隔離がイネーブルの場合）：イネーブル

◦陽性と判定されたスパム：隔離、メッセージの件名が追加

◦陽性と疑わしいスパム：隔離、メッセージの件名が追加

◦マーケティング電子メール：スキャンはイネーブルにされない

•アンチスパム（スパム隔離がイネーブルではない場合）：イネーブル

◦陽性と判定されたスパム：配信、メッセージの件名が追加

◦陽性と疑わしいスパム：配信、メッセージの件名が追加

◦マーケティング電子メール：スキャンはイネーブルにされない

•アンチウイルス：イネーブル、ウイルスのスキャンおよび修復、アンチウイルススキャン結
果が X-Headerに追加

◦修復されたメッセージ：配信、メッセージの件名が追加

◦暗号化されたメッセージ：配信、メッセージの件名が追加

◦スキャンできないメッセージ：配信、メッセージの件名が追加

◦ウイルスに感染したメッセージ：ドロップ

•アウトブレイクフィルタ：イネーブル

◦ファイル拡張子は予測されない

◦疑わしいウイルス添付ファイルのあるメッセージの保存期間は 1日

◦メッセージの変更は有効ではない
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•コンテンツフィルタ：ディセーブル

図 88：[着信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] ページ：新規アプライアンスのデフォルト

この例では、着信メールポリシーは、スパム隔離がイネーブルにされている場合のデフォル

トのアンチスパム設定を使用します。

（注）

[有効（Enabled）]、[無効（Disabled）]、[利用不可（Not Available）]
メールポリシーテーブル（着信または発信のいずれか）の列は、各ポリシー名のセキュリティ

サービスの状態のリンクを表示します。サービスがイネーブルの場合、[有効（Enabled）]という
語またはコンフィギュレーションの要約が表示されます。同様に、サービスがディセーブルの場

合、[無効（Disabled）]という語が表示されます。

サービスのライセンス契約書に同意していない場合、またはサービスの有効期限が切れている場

合、リンクとして [利用不可（Not Available）]が表示されます。この場合、[利用不可（Not
Available）]リンクをクリックすると、[セキュリティサービス（Security Services）]タブ内に、
サービスのポリシー単位の設定を指定できるページではなく、グローバルページが表示されま

す。ページが別のタブに変わったことを示す警告が表示されます。次の図を参照してください。

図 89：使用できないセキュリティサービス

着信メッセージのデフォルトのアンチスパムポリシーの設定

このメールポリシーテーブル内の各行は、異なるポリシーを表します。各列は、異なるセキュリ

ティサービスを表します。

AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1271

メールポリシーとコンテンツフィルタの例

着信メッセージのデフォルトのアンチスパムポリシーの設定



•デフォルトポリシーを編集するには、着信または発信メールポリシーテーブルの下部の行
にあるセキュリティサービスの任意のリンクをクリックします。

この例では、着信メールのデフォルトポリシーのアンチスパム設定をより積極的に変更します。

デフォルト値では、陽性と判定されたスパムメッセージおよび陽性と疑わしいスパムメッセージ

が隔離され、マーケティング電子メールのスキャンがディセーブルになります。次に、陽性と判

定されたスパムがドロップされるように設定を変更する例を示します。陽性と疑わしいスパムは

引き続き隔離されます。マーケティング電子メールのスキャンは、イネーブルにされ、マーケティ

ングメッセージは目的の受信者に配信されます。マーケティングメッセージの件名には、テキス

ト [MARKETING]が前に追加されます。

ステップ 1 アンチスパムセキュリティサービスのリンクをクリックします。

デフォルトのセキュリティサービス設定の場合、このページの最初の設定では、ポリシーでサー

ビスがイネーブルになるかどうかを定義します。[無効（Disable）]をクリックしてすべてのサー
ビスをディセーブルにできます。

（注）

ステップ 2 [陽性と判定されたスパムの設定（Positively Identified Spam Settings）]セクションでは、[このメッセージ
に適用されるアクション（Action to apply to this message）]を [ドロップ（Drop）]に変更します。

ステップ 3 [マーケティングメールの設定（Marketing Email Settings）]セクションでは、[はい（Yes）]をクリックし
て、マーケティング電子メールのスキャンをイネーブルにします。

イネーブルにされている場合、デフォルトアクションでは、テキスト [MARKETING]が件名の前に追加
され、問題のないマーケティングメッセージが配信されます。

[メッセージにテキストを追加（Add text to message）]フィールドでは、US-ASCII文字だけを使用できま
す。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。着信メールポリシーテーブルのアンチスパムセキュリティサービ
スの要約リンクが変更され、新しい値が反映されているため注意してください。
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前述の手順と同様、デフォルトポリシーのデフォルトアンチウイルスおよびウイルスアウトブレイク

フィルタ設定を変更できます。

図 90：[スパム対策設定（Anti-Spam Settings）] ページ

送信者および受信者のグループのメールポリシーの作成

この例では、販売部（メンバーは LDAP受け入れクエリーにより定義されます）用とエンジニア
リング部用の 2つの新しいポリシーを作成します。ポリシーは両方とも、これらのポリシーの管
理を担当するロールに属す委任管理者を作成するためにポリシー管理者カスタムユーザロールに

割り当てられます。次に、それぞれに異なる電子メールセキュリティ設定を設定します。

ステップ 1 [ポリシーを追加（Add Policy）]ボタンをクリックして、新しいポリシーの作成を開始します。
ステップ 2 一意な名前を定義して、（必要な場合）ポリシーの順序を調整します。

ポリシーの名前は、定義されるメールポリシーテーブル（着信または発信のいずれか）で一意でなけれ

ばなりません。

各受信者は、適切なテーブル（着信または発信）の各ポリシーに対して上から順に評価されます。
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ステップ 3 [編集可能なユーザ（役割）（Editable By (Roles)）]リンクをクリックし、メールポリシーの管理を担当す
る委任管理者にカスタムユーザロールを選択します。

リンクをクリックすると、AsyncOSは、メールポリシーの編集権限がある委任管理者のカスタムロール
を表示します。委任管理者は、ポリシーのアンチスパム、アンチウイルス、アウトブレイクフィルタの設

定を編集し、ポリシーのコンテンツフィルタを有効化または無効化できます。オペレータおよび管理者の

みがメールポリシーの名前または送信者、受信者、またはグループを変更できます。メールポリシーへ

のフルアクセス権があるカスタムユーザロールはメールポリシーに自動的に割り当てられます。

委任管理の詳細については、管理タスクの分散, （939ページ）を参照してください。

ステップ 4 ポリシーのユーザを定義します。

ユーザが、送信者または受信者のいずれであるかを定義します（詳細については、ポリシーマッチングの

例, （289ページ）を参照してください）。以下の図では、着信メールポリシーの受信者および発信メー
ルポリシーの送信者というデフォルト形式を示しています。

ポリシーのユーザは、次の方法で定義できます。

•完全な電子メールアドレス：user@example.com

•電子メールアドレスの一部：user@

•ドメインのすべてのユーザ：@example.com

•部分ドメインのすべてのユーザ：@.example.com

• LDAPクエリーとのマッチング

ユーザの入力は、AsyncOSの GUIおよび CLIの両方で、大文字と小文字が区別されます。たと
えば、ユーザの受信者 Joe@を入力すると、joe@example.comに送信されるメッセージが一致し
ます。

（注）

ユーザ情報を、たとえばMicrosoft Active Directory、SunONE Directory Server（以前の「iPlanet Directory
Server」）または Open LDAPディレクトリなど、ネットワークインフラストラクチャの LDAPディレク
トリ内に保存する場合、アプライアンスを設定して、LDAPサーバをクエリし、受信者アドレスの受け取
り、代替アドレスまたはメールホスト、あるいはその両方へのメッセージのリルーティング、ヘッダーの

マスカレード、メッセージに特定のグループの受信者または送信者があるかどうかの判別を行うことがで

きます。

アプライアンスをこのように設定した場合、設定したクエリーを使用してメールポリシーのユーザを定義

できます。
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詳細については、LDAPクエリ, （757ページ）を参照してください。

図 91：ポリシーのユーザの定義

ステップ 5 [追加（Add）]ボタンをクリックして、[現在のユーザ（Current Users）]リストにユーザを追加します。
ポリシーには、送信者、受信者および LDAPクエリーを組み合わせて含めることができます。

[削除（Remove）]ボタンを使用すると、定義されているユーザを現在のユーザのリストから削除できま
す。

ステップ 6 ユーザの追加が完了したら、[送信（Submit）]をクリックします。
ポリシーを最初に追加する場合、すべてのセキュリティサービス設定では、デフォルト値が使用されるた

め注意してください。

図 92：新しく追加されたポリシー：販売グループ

ステップ 7 [ポリシーを追加（Add Policy）]ボタンをもう一度クリックして、別の新しいポリシーを追加します。
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このポリシーでは、エンジニアリングチームのメンバーの各電子メールアドレスが定義されます。

図 93：エンジニアリングチームのポリシーの作成

ステップ 8 エンジニアリングポリシーのユーザの追加が完了したら、[送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 9 変更を保存します。

図 94：新しく追加されたポリシー：エンジニアリングチーム

この時点では、新しく作成された両方のポリシーに、デフォルトポリシーで使用される同じ設

定が適用されています。いずれかのポリシーのユーザへのメッセージが一致しますが、メール

処理設定は、デフォルトポリシーと同じです。そのため、「Sales_Group」または「Engineering」
ポリシーのユーザと一致するメッセージは、デフォルトポリシーと同様に処理されます。

（注）

[デフォルト（Default）]、[カスタム（Custom）]、[無効（Disabled）]
テーブル下部のキーは、特定のポリシーのセルのカラーコーディングが、デフォルト行に定義さ

れているポリシーとどのように関係するかを示しています。

•イエローのシェーディングは、ポリシーがデフォルトポリシーと同じ設定を使用しているこ
とを示します。
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•シェーディングなし（ホワイト）は、ポリシーがデフォルトポリシーとは異なる設定を使用
していることを示します。

•グレーのシェーディングは、セキュリティサービスがポリシーでディセーブルにされている
ことを示します。

送信者および受信者のグループごとのメールポリシーの作成

この例では、前述の項で作成した 2つのポリシーを編集します。

•販売グループでは、アンチスパム設定をデフォルトポリシーよりも積極的になるように変更
します（着信メッセージのデフォルトのアンチスパムポリシーの設定,（1271ページ）を参
照）。陽性と識別されたスパムメッセージをドロップするデフォルトポリシーが使用され

ます。ただし、この例では、スパム隔離エリアに送信されるように、マーケティングメッ

セージの設定を変更します。

この積極的なポリシーでは、販売チームの受信トレイに送信される不要なメッセージが最小

限に押さえられます。

アンチスパム設定の詳細については、スパム対策, （349ページ）を参照してください。

•エンジニアリングチームでは、example.comへのリンクを除く疑わしいメッセージのURLを
変更するために、アウトブレイクフィルタ機能の設定をカスタマイズします。拡張子「dwg」
の添付ファイルは、アウトブレイクフィルタのスキャンをバイパスします。

アウトブレイクフィルタの設定の詳細については、アウトブレイクフィルタ,（399ページ）
を参照してください。

販売チームポリシーのアンチスパム設定を編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 販売ポリシー行のアンチスパムセキュリティサービス（[スパム対策（Anti-Spam）]）列のリンクをクリッ
クします。

このポリシーは新しく追加されたポリシーであるため、リンクの名前は [（デフォルトを使用）（use
default）]です。

ステップ 2 アンチスパムセキュリティサービスページで、[このポリシーのスパム対策スキャンを有効にする（Enable
Anti-Spam Scanning for this Policy）]の値を [デフォルト設定を使用（Use Default Settings）]から [スパム対
策を使用（Use Cisco Anti-Spam）]に変更します。
[スパム対策サービスを使用（Use Cisco Anti-Spam service）]を選択すると、デフォルトポリシーで定義さ
れている設定が無効になります。
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ステップ 3 [スパムと確定された場合の設定（Positively-Identified Spam Settings）]セクションで、[このアクションを
メッセージに適用する（Apply This Action to Message）]を [ドロップ（Drop）]に変更します。

ステップ 4 [疑わしいスパムの設定（Suspected Spam Settings）]セクションで、[はい（Yes）]をクリックして、陽性
と疑わしいスパムのスキャンをイネーブルにします。

ステップ 5 [疑わしいスパムの設定（SuspectedSpamSettings）]セクションで、[このアクションをメッセージに適用す
る（Apply This Action to Message）]を [スパム隔離（Spam Quarantine）]に変更します。

[スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択すると、「スパム隔離」の章で定義されている設定に
従って、メールが転送されます。

（注）

ステップ 6 [件名へテキストを追加（Add text to subject）]フィールドで、[なし（None）]をクリックします。
スパム隔離エリアに配信されるメッセージには、件名タギングが追加されません。

ステップ 7 [マーケティングメールの設定（MarketingEmail Settings）]セクションで、[はい（Yes）]をクリックして、
問題のない送信元からのマーケティングメールのスキャンをイネーブルにします。

ステップ 8 [このアクションをメッセージに適用する（Apply This Action to Message）]セクションで、[スパム隔離
（Spam Quarantine）]を選択します。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

このシェーディングは、ポリシーがデフォルトポリシーとは異なる設定を使用していることを示します。

この時点では、スパムの疑いがあり、その受信者が販売チームポリシーで定義されているLDAPクエリー
と一致するメッセージは、IronPortスパム検疫エリアに配信されます。

送信者および受信者のグループごとのメールポリシーの作成

エンジニアリングチームポリシーのアウトブレイクフィルタ設定を編集するには、次の手順を

実行します。

ステップ 1 エンジニアリングポリシー行のアウトブレイクフィルタ機能セキュリティサービス（[アウトブレイク
フィルタ（Outbreak Filters）]カラム）のリンクをクリックします。
このポリシーは新しく追加されたポリシーであるため、リンクの名前は [（デフォルトを使用）（use
default）]です。

ステップ 2 [アウトブレイクフィルタ機能セキュリティサービス（Outbreak Filters feature security service）]ページで、
ポリシーのスキャン設定を [アウトブレイクフィルタを有効にする（設定をカスタマイズ）（EnableOutbreak
Filtering (Customize settings)）]に変更します。
[（設定をカスタマイズ）（(Customize settings)）]を選択すると、デフォルトポリシーで定義されている
設定が無効になります。

また、別の設定を選択できるようにページの残りの部分のコンテンツがイネーブルになります。

ステップ 3 ページの [添付ファイルのスキャンのバイパス（Bypass Attachment Scanning）]セクションで、ファイル拡
張子フィールドに dwgと入力します。

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
1278

メールポリシーとコンテンツフィルタの例

送信者および受信者のグループごとのメールポリシーの作成



ファイル拡張子「dwg」は、アプライアンスが添付ファイルのスキャン時にフィンガープリントにより認
識できる既知のファイルタイプのリストにはありません。

3文字のファイル名拡張子の前にピリオド（.）を入力する必要はありませ
ん。

（注）

ステップ 4 [拡張子を追加（Add Extension）]をクリックして、.dwgファイルをアウトブレイクフィルタ機能スキャ
ンをバイパスするファイル拡張子のリストに追加します。

ステップ 5 [メッセージの変更を有効にする（Enable Message Modification）]をクリックします。
メッセージの変更を有効にすると、アプライアンスはフィッシングおよび詐欺など脅威としてターゲット

されるものや、疑わしいまたは不正なWebサイトへの URLがスキャンできるようになります。アプライ
アンスは、ユーザがWebサイトへアクセスしようとするとCiscoセキュリティプロキシを介してリダイレ
クトするように、メッセージ中のリンクを書き換えます。

アウトブレイクフィルタが非ウイルス性の脅威をスキャンするために、メールポリシーでアン

チスパムスキャンをイネーブルにする必要があります。

（注）

ステップ 6 [未署名のメッセージに対して有効にする（Enable for Unsigned Messages）]を選択します。
その結果、アプライアンスは署名されたメッセージの URLを書き変えることができます。他のメッセー
ジの変更および非ウイルス性の脅威が検出されたメッセージが解放されるまで隔離にとどまる時間が設定

ができるように URLの書き換えをイネーブルにする必要があります。この例では、デフォルトの保存期
間は 4時間です。

ステップ 7 [ドメインのスキャンをバイパス（Bypass Domain Scanning）]フィールドに example.comと入力します。
example.comへのリンクは変更されません。

ステップ 8 [脅威に関する免責事項（Threat Disclaimer）]で [システムが生成（System Generated）]を選択します。
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アプライアンスは、メッセージの内容についてユーザに警告するためにメッセージ本文の上に免責事項を

挿入できます。次の例では、システムで生成された脅威に関する免責事項を使用しています。

図 95：アウトブレイクフィルタの設定

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

このシェーディングは、ポリシーがデフォルトポリシーとは異なる設定を使用していることを示します。

この時点では、ファイル拡張子がdwgである添付ファイルを含む任意のメッセージ、および受信者がエン
ジニアリングチームポリシーで定義されている受信者とマッチングする任意のメッセージは、アウトブ

レイクフィルタスキャンをバイパスし、処理を続行します。example.comドメインへのリンクを含むメッ
セージは、Ciscoセキュリティプロキシを介してリダイレクトするようにリンクを修正されることはなく、
疑わしいと見なされません。

メールポリシーでの送信者または受信者の検索

[ポリシー検索（FindPolicies）]ボタンを使用して、[受信メールポリシー（IncomingMail Policies）]
または [送信メールポリシー（OutgoingMail Policies）]ページで定義されているポリシーですでに
定義されているユーザを検索します。
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たとえば、joe@example.comと入力して、[ポリシー検索（Find Policies）]ボタンをクリックする
と、ポリシーとマッチングする特定の定義済みユーザを含むポリシーを示す結果が表示されます。

ポリシーの名前をクリックして、[ポリシー設定を編集（Edit Policy）]ページに移動してそのポリ
シーのユーザを編集します。

ユーザを検索する場合、デフォルトポリシーは常に表示されるため注意してください。これは、

定義上、送信者または受信者が設定されているポリシーと一致しない場合、デフォルトのポリシー

が必ず一致するためです。

管理例外

前述の 2つの例で示されている手順を使用して、管理例外に基づいたポリシーの作成および設定
を開始できます。つまり、組織のニーズを評価した後で、メッセージの大部分がデフォルトポリ

シーで処理されるように、ポリシーを設定できます。また、必要に応じて、異なるポリシーを管

理して、特定のユーザまたはユーザグループの追加「例外」ポリシーを作成できます。このよう

にすることで、メッセージ分裂が最小化され、ワークキューの各分裂メッセージの処理により受

けるシステムパフォーマンスの影響が少なくなります。

スパム、ウイルスおよびポリシー実行に対する組織またはユーザの許容値に基づいて、ポリシー

を定義できます。次の表に、いくつかのポリシーの例の概要を示します。「積極的な」ポリシー

では、エンドユーザのメールボックスに到達するスパムおよびウイルスの量が最小限に抑えられ

ます。「保守的な」ポリシーでは、偽陽性を回避し、ポリシーに関係なく、ユーザによるメッセー

ジの見落としを防ぐことができます。

表 153：積極的および保守的なメールポリシーの設定

保守的な設定積極的な設定

陽性と判定されたスパム：隔離

陽性と疑わしいスパム：メッセージの件名の前に

「[Suspected Spam]」が追加されて配信

マーケティングメール：ディセーブル

陽性と判定されたスパム：ドロップ

陽性と疑わしいスパム：隔離

マーケティングメール：メッセージの件名

の前に「[Marketing]」が追加されて配信

スパム対策

修復されたメッセージ：配信

暗号化されたメッセージ：隔離

スキャンできないメッセージ：隔離

感染メッセージ：ドロップ

修復されたメッセージ：配信

暗号化されたメッセージ：ドロップ

スキャンできないメッセージ：ドロップ

感染メッセージ：ドロップ

ウイルス対策

バイパスできるファイル名拡張子またはドメインの

有効化

未署名のメッセージのメッセージ変更の有効化

イネーブル、バイパスできる特定のファイ

ル名拡張子またはドメインなし

すべてのメッセージのメッセージ変更の有

効化

ウイルスフィルタ
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コンテンツに基づくメッセージのフィルタリング

この例では、[受信メールポリシー（IncomingMail Policy）]テーブルで使用される新しいコンテン
ツフィルタを 3つ作成します。これらのコンテンツフィルタは、ポリシー管理のカスタムユー
ザロールに属す委任管理者が編集できます。次のフィルタを作成します。

1 「scan_for_confidential」

このフィルタは、文字列「confidential」が含まれているかメッセージをスキャンします。文字
列が見つかると、メッセージのコピーが電子メールエイリアス hr@example.comに送信され、
メッセージがポリシー隔離エリアに送信されます。

2 「no_mp3s」

このフィルタは、MP3添付ファイルを削除し、MP3ファイルが削除されたことを受信者に通
知します。

3 「ex_employee」

このコンテンツフィルタは、特定のエンベロープ受信者アドレス（元受信者）に送信される

メッセージをスキャンします。メッセージが一致した場合、特定の通知メッセージがメッセー

ジ送信者に送信され、メッセージがバウンスされます。

コンテンツフィルタを作成したら、各ポリシー（デフォルトポリシーを含む）を設定して、異な

る組み合わせで特定のコンテンツフィルタをイネーブルにします。

件名に「Confidential」とあるメッセージの隔離
最初の例のコンテンツフィルタには、1つの条件と 2つのアクションが含まれます。

ステップ 1 [メールポリシー（Mail Policies）]タブをクリックします。
ステップ 2 [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]をクリックします。
ステップ 3 [フィルタを追加（Add Filter）]ボタンをクリックします。
ステップ 4 [名前（Name）]フィールドに、新しいフィルタの名前として scan_for_confidentialと入力します。

フィルタ名には、ASCII文字、数字、下線またはダッシュを含めることができます。コンテンツフィルタ
名の最初の文字は、文字または下線でなければなりません。

ステップ 5 [編集可能なユーザ（役割）（Editable By (Roles)）]リンクをクリックし、[ポリシー管理者（Policy
Administrator）]を選択し、[OK]をクリックします。
ポリシー管理者ユーザロールに属する委任管理者はこのコンテンツフィルタを編集し、自身のメールポ

リシーで使用できます。
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ステップ 6 [説明（Description）]フィールドに、説明を入力します。たとえば、「scan all incoming mail for the string
‘confidential’」と入力します。

ステップ 7 [条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 8 [メッセージ本文（Message Body）]を選択します。
ステップ 9 [テキストを含む:（Contains text:）]フィールドに confidentialと入力して、[OK]をクリックします。

[コンテンツフィルタの追加（Add Content Filter）]ページに、追加される条件が表示されます。

ステップ 10 [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 11 [コピーを送信(Bcc:)（Send Copy To (Bcc:)）]を選択します。
ステップ 12 [メールアドレス（Email Addresses）]フィールドに、hr@example.comと入力します。
ステップ 13 [件名（Subject）]フィールドに、[message matched confidential filter]と入力します。
ステップ 14 [OK]をクリックします。

[コンテンツフィルタの追加（Add Content Filter）]ページに、追加されるアクションが表示されます。

ステップ 15 [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 16 [隔離（Quarantine）]を選択します。
ステップ 17 ドロップダウンメニューで、[ポリシー隔離領域（Policy quarantine area）]を選択します。
ステップ 18 [OK]をクリックします。

[コンテンツフィルタの追加（Add Content Filter）]ページに、追加される 2番めのアクションが表示され
ます。

ステップ 19 変更を送信し、保存します。
この時点では、コンテンツフィルタは、いずれの着信メールポリシーでもイネーブルになっていません。

この例では、新しいコンテンツフィルタをマスターリストに追加しただけの状態です。このコンテンツ

フィルタはいずれのポリシーにも適用されていないため、アプライアンスによる電子メール処理は、この

フィルタの影響を受けません。
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メッセージから MP3 添付ファイルを除去
2番めの例のコンテンツフィルタには、条件はなく、アクションは 1つ含まれます。

ステップ 1 [フィルタを追加（Add Filter）]ボタンをクリックします。
ステップ 2 [名前（Name）]フィールドに、新しいフィルタの名前として no_mp3sと入力します。
ステップ 3 [編集可能なユーザ（役割）（Editable By (Roles)）]リンクをクリックし、[ポリシー管理者（Policy

Administrator）]を選択し、[OK]をクリックします。
ステップ 4 [説明（Description）]フィールドに、説明を入力します。たとえば、strip all MP3 attachmentsと入力しま

す。

ステップ 5 [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 6 [ファイル情報によって添付ファイルを除去（Strip Attachment by File Info）]を選択します。
ステップ 7 [ファイルタイプが次の場合（File type is）]を選択します。
ステップ 8 ドロップダウンフィールドで、[-- mp3]を選択します。
ステップ 9 必要な場合、置換メッセージを入力します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。
ステップ 11 変更を送信し、保存します。

コンテンツフィルタを作成するときに条件を指定する必要はありません。条件が定義されてい

ない場合、定義されるアクションは常にルールに適用されます（条件を指定しないことは、true()
メッセージフィルタルールを使用すること同じで、コンテンツフィルタがポリシーに適用され

る場合、すべてのメッセージがマッチングされます）。

（注）

元従業員に送られたバウンスメッセージ

3番めの例のコンテンツフィルタには、1つの条件と 2つのアクションを使用します。

ステップ 1 [フィルタを追加（Add Filter）]ボタンをクリックします。
ステップ 2 [名前:（Name:）]フィールドに、新しいフィルタの名前として ex_employeeと入力します。
ステップ 3 [編集可能なユーザ（役割）（Editable By (Roles)）]リンクをクリックし、[ポリシー管理者（Policy

Administrator）]を選択し、[OK]をクリックします。
ステップ 4 [説明：（Description:）]フィールドに、説明を入力します。たとえば、bounce messages intended for Doug

と入力します。

ステップ 5 [条件を追加（Add Condition）]をクリックします。
ステップ 6 [エンベロープ受信者（Envelope Recipient）]を選択します。
ステップ 7 エンベロープ受信者に対して、[次で始まる（Begins with）]を選択して、doug@と入力します。
ステップ 8 [OK]をクリックします。
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[コンテンツフィルタ（Content Filters）]ページがリフレッシュされ、追加された条件が表示されます。元
従業員の電子メールアドレスを含む LDAPディレクトリを作成できます。元従業員がそのディレクトリ
に追加されると、このコンテンツフィルタは、動的に更新されます。

ステップ 9 [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 10 [通知（Notify）]を選択します。
ステップ 11 [送信者（Sender）]チェックボックスを選択して、[件名（Subject）]フィールドに、message bounced for

ex-employee of example.comと入力します。
ステップ 12 [テンプレート利用（Use template）]セクションで、通知テンプレートを選択します。

リソースが事前に定義されていないため、コンテンツフィルタルールビルダのいくつかのセク

ションは、ユーザインターフェイスに表示されません。たとえば、コンテンツディクショナ

リ、通知テンプレートおよびメッセージ免責事項は、[メールポリシー（Mail Policies）] > [ディ
クショナリ（Dictionaries）]ページ（またはCLIの dictionaryconfigコマンド）から事前に設定さ
れていない場合、オプションとして表示されません。ディクショナリの作成の詳細については、

コンテンツディクショナリ, （631ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 13 [OK]をクリックします。
[コンテンツフィルタの追加（Add Content Filters）]ページに、追加されるアクションが表示されます。

ステップ 14 [アクションを追加（Add Action）]をクリックします。
ステップ 15 [バウンスする（最終アクション）（Bounce (Final Action)）]を選択して、[OK]をクリックします。

コンテンツフィルタに指定できる最終アクションは1つだけです。複数の最終アクションを追加しようと
すると、GUIにエラーが表示されます。

このアクションを追加すると、この元従業員へのメッセージの送信者が、通知テンプレートとバウンス通

知テンプレートの 2つのメッセージを受け取る可能性があります。

ステップ 16 変更を送信し、保存します。

各受信者のグループごとのコンテンツフィルタの適用

前述の例では、[受信メールポリシー（IncomingMail Policy）]ページを使用して、3つのコンテン
ツフィルタを作成しました。[受信メールポリシー（IncomingMail Policy）]および [送信コンテン
ツフィルタ（Outgoing Content filters）]ページには、ポリシーに適用できるすべてのコンテンツ
フィルタの「マスターリスト」が含まれます。

図 96：[受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]：作成された 3 つのフィルタ
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この例では、[受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]テーブルで使用される新しい
コンテンツフィルタを 3つ適用します。

•デフォルトポリシーには、3つすべてのコンテンツフィルタが適用されます。

•エンジニアリンググループには、no_mp3sフィルタは適用されません。

•販売グループには、デフォルト着信メールポリシーとしてコンテンツフィルタが適用され
ます。

デフォルトでのすべての受信者のコンテンツフィルタのイネーブル化

リンクをクリックして、個々のポリシーに対してコンテンツフィルタをイネーブルにして選択し

ます。

ステップ 1 [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]をクリックして、[受信メールポリシー（Incoming Mail
Policy）]テーブルに戻ります。
ページがリフレッシュされ、デフォルトポリシーおよび送信者および受信者のグループのメールポリシー

の作成,（1273ページ）で追加した2つのポリシーが表示されます。コンテンツフィルタリングは、デフォ
ルトでは、すべてのポリシーでディセーブルにされているため注意してください。

ステップ 2 デフォルトポリシー行のコンテンツフィルタセキュリティサービス（[コンテンツフィルタ（Content
Filters）]列）のリンクをクリックします。

ステップ 3 コンテンツフィルタセキュリティサービスページで、[コンテンツフィルタリング：デフォルトポリシー
（Content Filtering for Default Policy）]の値を [コンテンツフィルタを無効にする（Disable Content Filters）]
から [コンテンツフィルタを有効にする（設定をカスタマイズ）（EnableContentFilters (Customize settings)）]
に変更します。

マスターリストで定義されているコンテンツフィルタ（[受信コンテンツフィルタ（Incoming Content
Filters）]ページを使用してコンテンツフィルタの概要, （299ページ）で作成されたフィルタ）が、この
ページに表示されます。値を [コンテンツフィルタを有効にする（設定をカスタマイズ）（Enable Content
Filters (Customize settings)）]に変更すると、各フィルタのチェックボックスがディセーブル（グレー表示）
からイネーブルに変わります。

ステップ 4 各コンテンツフィルタの [有効（Enable）]チェックボックスをオンにします。
ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

[受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]ページのテーブルは、デフォルトポリシーで有効化され
ているフィルタの名前を示します。
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エンジニアリングの受信者への MP3 添付ファイルの許可
「エンジニアリング」ポリシーの「no_mp3s」コンテンツフィルタをディセーブルにするには、
次の手順を実行します。

ステップ 1 エンジニアリングチームポリシー行の [コンテンツフィルタセキュリティサービス（Content Filters security
service）]（[コンテンツフィルタ（Content Filters）]列）のリンクをクリックします。

ステップ 2 コンテンツフィルタセキュリティサービスページで、[ポリシーのコンテンツフィルタリング:エンジニ
アリング（Content Filtering for Policy: Engineering）]の値を [コンテンツフィルタを有効にする（デフォル
トのメールポリシー設定を継承）（Enable Content Filtering (Inherit default policy settings)）]から [コンテン
ツフィルタを有効にする（設定をカスタマイズ）（Enable Content Filters (Customize settings)）]に変更しま
す。

このポリシーはデフォルト値を使用していたため、値を [デフォルト設定を使用（Use Default Settings）]
から [はい（Yes）]に変更すると、各フィルタのチェックボックスがディセーブル（グレー表示）からイ
ネーブルに変わります。

ステップ 3 「no_mp3s」フィルタのチェックボックスの選択を解除します。
ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

[受信メールポリシー（IncomingMail Policies）]ページのテーブルは、エンジニアリングポリシーでイネー
ブルにされているフィルタの名前を示します。

ステップ 5 変更を保存します。

次の作業

この時点では、エンジニアリングポリシーのユーザリストと一致する着信メッセージでMP3添
付ファイルは削除されません。ただし、他のすべての着信メッセージでは、MP3添付ファイルが
削除されます。

Notes on Configuring Content Filters in the GUI
•コンテンツフィルタを作成するときに条件を指定する必要はありません。アクションが定義
されていない場合、定義されるアクションは常にルールに適用されます（アクションを指定

しないことは、true()メッセージフィルタルールを使用すること同じで、コンテンツフィル
タがポリシーに適用される場合、すべてのメッセージがマッチングされます）。

•カスタムユーザロールをコンテンツフィルタに割り当てていない場合、パブリックのコン
テンツフィルタになり、メールポリシーの任意の委任管理者が使用できます。委任管理者

とコンテンツフィルタの詳細については、管理タスクの分散,（939ページ）を参照してくだ
さい。

•管理者とオペレータは、コンテンツフィルタがカスタムユーザロールに割り当てられてい
ない場合でも、アプライアンスのすべてのコンテンツフィルタを表示および編集できます。
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• When entering text for filter rules and actions, the following meta characters have special meaning in
regular expression matching: .^ $ * + ? { [ ] \ | ( )

正規表現を使用しない場合、「\」（バックスラッシュ）を使用して、これらの任意の文字を
エスケープする必要があります。たとえば、「\*Warning\*」と入力します。

•コンテンツフィルタに複数の条件を定義する場合、コンテンツフィルタが一致したと見な
されるために、定義されるアクションのすべて（論理AND）、または定義されたいずれかの
アクション（論理 OR）の適用が必要かどうかを定義できます。

•「benign」コンテンツフィルタを作成して、メッセージ分裂およびコンテンツフィルタをテ
ストできます。たとえば、唯一のアクションが「配信」であるコンテンツフィルタを作成で

きます。このコンテンツフィルタは、メール処理に影響を与えませんが、このフィルタを使

用して、メールポリシー処理が、システムの他の要素（たとえば、メールログ）に影響を

与えているかテストできます。

•逆に、着信または発信コンテンツフィルタの「マスターリスト」の概念を使用して、アプ
ライアンスにより処理されるすべてのメールのメッセージ処理に即時に影響を与える、非常

に優れた、広範囲に及ぶコンテンツフィルタを作成できます。このコンテンツフィルタは

次のように作成できます。

◦ [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）]または [送信コンテンツフィルタ
（Outgoing Content filters）]ページを使用して、順序が 1の新しいコンテンツフィルタ
を作成します。

◦ [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）]または [送信メールポリシー（Outgoing
Mail Policies）]ページを使用して、デフォルトポリシーの新しいコンテンツフィルタ
をイネーブルにします。

◦残りすべてのポリシーでこのコンテンツフィルタをイネーブルにします。

•コンテンツフィルタで使用できる [Bcc:]および [隔離（Quarantine）]アクションは、作成す
る隔離エリアの保持設定に役に立ちます（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,（889ページ）を参照してください）。メッセージがすぐに
はシステムからリリースされないようにするため（つまり、隔離エリアの割り当てディスク

領域がすぐにいっぱいにならないようにするため）、ポリシー隔離とのメールフローをシ

ミュレートするフィルタを作成できます。

• scanconfigコマンドと同じ設定が使用されるため、「Entire Message」条件は、メッセージの
ヘッダーをスキャンしません。「EntireMessage」を選択すると、メッセージ本文および添付
ファイルだけがスキャンされます。特定のヘッダー情報を検索するには、「Subject」または
「Header」条件を使用します。

• LDAPクエリーによるユーザの設定は、アプライアンスで LDAPサーバが設定されている場
合（つまり、ldapconfigコマンドを使用して特定の文字列を含む特定の LDAPサーバをクエ
リーするようにアプライアンスが設定されている場合）だけ GUIに表示されます。

•リソースが事前に定義されていないため、コンテンツフィルタルールビルダのいくつかの
セクションは、GUIに表示されません。たとえば、通知テンプレートおよびメッセージ免責
事項は、[テキストリソース（Text Resources）]ページまたは CLIの textconfigコマンドを使
用して事前に設定されていない場合、オプションとして表示されません。
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• Content filters features will recognize, can contain, and/or scan for text in the following character
encodings:

◦ Unicode（UTF-8）

◦ Unicode（UTF-16）

◦ Western European/Latin-1（ISO 8859-1）

◦ Western European/Latin-1（Windows CP1252）

◦中国語（繁体字）（Big 5）

◦中国語（簡体字）（GB 2312）

◦中国語（簡体字）（HZ GB 2312）

◦韓国語（ISO 2022-KR）

◦韓国語（KS-C-5601/EUC-KR）

◦日本語（Shift-JIS（X0123））

◦日本語（ISO-2022-JP）

◦日本語（EUC）

複数の文字セットを 1つのコンテンツフィルタ内で組み合わせてマッチングできます。複数の文
字エンコーディングでのテキストの表示および入力については、Webブラウザのマニュアルを参
照してください。ほとんどのブラウザでは、複数の文字セットを同時にレンダリングできます。

図 97：コンテンツフィルタでの複数の文字セット

•着信または発信コンテンツフィルタの要約ページで、[説明（Description）]、[ルール（Rules）]
および [ポリシー（Policies）]のリンクを使用して、コンテンツフィルタに提供されている
ビューを変更します。

◦ [説明（Description）]ビューには、各コンテンツフィルタの説明フィールドに入力した
テキストが表示されます（これはデフォルトビューです）。

◦ [ルール（Rules）]ビューには、ルールビルダページにより構築されたルールおよび正
規表現が表示されます。

◦ [ポリシー（Policies）]ビューには、イネーブルにされている各コンテンツフィルタの
ポリシーが表示されます。
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付録 D
ファイアウォール情報

この章は、次の項で構成されています。

• ファイアウォール情報, 1291 ページ

ファイアウォール情報
次の表は、Ciscoコンテンツセキュリティアプライアンスを正常に動作させるために開けなけれ
ばならないことがあるポートのリストです（デフォルト値を示す）。

表 154：ファイアウォールポート

目的ホストネーム入力/出力プロトコルデフォル

トポート

ログファイルのアグリゲー

ション用 FTP。

データポート TCP 1024以上
はすべて開いている必要があ

ります。

詳細については、ナレッジ

ベースのFTPポート情報を検
索してください。ナレッジ

ベース, （13ページ）を参照
してください。

AsyncOS IP、FTPサーバInまたは
Out

[TCP]20/21

CLIへのSSHアクセス、ログ
ファイルのアグリゲーショ

ン。

AsyncOS IP入力[TCP]22
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ログファイルの SSHアグリ
ゲーション。

SSHサーバ発信

（Out）
[TCP]22

ログサーバへの SCP配信。SCPサーバ発信

（Out）
[TCP]22

電子メール送信用 SMTP。任意（Any）発信

（Out）
[TCP]25

バウンスされた電子メールを

受信するSMTPまたは外部の
ファイアウォールから電子

メールをインジェクトする場

合。

AsyncOS IP入力[TCP]25

インターネットルートサー

バまたはファイアウォール外

部の DNSサーバを使用する
ように設定されている場合の

DNS。また、SenderBaseクエ
リの場合。

DNSサーバ発信

（Out）
UDP/TCP53

システムモニタリングのため

のGUIへのHTTPアクセス。
AsyncOS IP入力HTTP80

。downloads.ironport.com発信

（Out）
HTTP80

AsyncOSアップグレードおよ
びMcAfeeの定義。

updates.ironport.com発信

（Out）
HTTP80

Intelligent MultiScan機能の
サードパーティスパムコン

ポーネントへの更新に使われ

ます。アプライアンスは、

サードパーティのphonehome
の更新の CIDR範囲
208.83.136.0/22に接続する必
要があります。

cdn-microupdates.cloudmark.com発信

（Out）
HTTP80

スパム隔離の表示に使用され

ます。

AsyncOS IP入力HTTP82

スパム隔離の表示に使用され

ます。

AsyncOS IP入力HTTPS83
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スパム隔離のためのエンド

ユーザの POP認証。
POPサーバ発信

（Out）
[TCP]110

タイムサーバがファイア

ウォールの外側にある場合の

NTP。

NTPサーバ入力およ

び出力

UDP123

スパム隔離のためのエンド

ユーザの IMAP認証。
IMAPサーバ発信

（Out）
[TCP]143

SNMPクエリー.AsyncOS IP入力UDP161

SNMPトラップ.管理ステーション発信

（Out）
UDP162

LDAPディレクトリサーバが
ファイアウォールの外側にあ

る場合の LDAP。Ciscoスパ
ム隔離のためのLDAP認証。

LDAPサーバ発信

（Out）
LDAP389また

は

3268

LDAPS — ActiveDirectoryの
グローバルカタログサーバ

（SSL使用）

LDAPS発信

（Out）
LDAPS6363269

システムモニタリングのため

の GUIへの Secure HTTP
（https）アクセス。

AsyncOS IP入力[TCP]443

アップデートサーバの最新の

ファイルを確認します。

res.cisco.com発信

（Out）
[TCP]443

アップデートサーバから最新

のファイルのリストを取得し

ます（物理ハードウェアアプ

ライアンスの場合）。

update-manifests.ironport.com発信

（Out）
[TCP]443

アップデートサーバから最新

のファイルのリストを取得し

ます（仮想アプライアンスの

場合）。

update-manifests.sco.cisco.com発信

（Out）
[TCP]443

アウトブレイクフィルタの受

信/送信。
phonehome.senderbase.org発信

（Out）
[TCP]443
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URLフィルタリングに使用す
る URLレピュテーションと
カテゴリの情報を取得するた

めのクラウドサービス。

コマンドラインインター

フェイスで
websecurityadvancedconfig
コマンドを実行し、すべて

のデフォルトを受け入れま

す。Webセキュリティサー
ビスのホスト名が表示され

ます。

発信

（Out）
[TCP]443

設定されている場合、これは

ファイルレピュテーションを

取得するためにクラウドサー

ビスにアクセスするための

ポートです。デフォルトポー

トは 32137です。ファイル分
析サービスの場合はポート

443を参照してください。

[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）]の [ファイルレ
ピュテーションの詳細設定

（Advanced Settings for File
Reputation）]セクションの
[クラウドサーバプール
（Cloud Server Pool）]で設
定されているとおりです。

発信

（Out）
[TCP]443

ファイル分析のためのクラウ

ドサービスへのアクセス。

ファイルレピュテーション

サービスの場合は、ポート

443または 32137を参照して
ください。

[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）]の [ファイル分
析の詳細設定（Advanced
Settings for File Analysis）]
セクションで設定されてい

るとおりです。

発信

（Out）
[TCP]443

メールボックス自動修復のた

めに Office 365サービスにア
クセスします。

outlook.office365.com
login.microsoftonline.com。

入力およ

び出力

[TCP]443

Syslogロギング。Syslogサーバ発信

（Out）
UDP/TCP514

外部ファイアウォールから電

子メールをインジェクトする

場合の QMQP。

AsyncOS IP入力およ

び入力

[TCP]628

ポート21（FTP）に関する上
記の情報を参照してくださ

い。

———1024以降
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クラスタ通信サービス（中央

集中管理用）。

AsyncOS IP入力およ

び入力

CCS2222

この機能を集中化する場合、

Eメールセキュリティアプ
ライアンスとセキュリティ管

理アプライアンス間でポリ

シー、ウイルス、アウトブレ

イク隔離データを渡します。

AsyncOS IPInおよび
Out

[TCP]7025
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付録 E
エンドユーザライセンス契約書

この付録の構成は、次のとおりです。

• Cisco Systemsエンドユーザライセンス契約書, 1297 ページ

• Ciscoコンテンツセキュリティソフトウェア用エンドユーザライセンス契約補則, 1303ペー
ジ

Cisco Systems エンドユーザライセンス契約書
IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT CAREFULLY.IT IS VERY
IMPORTANT THAT YOU CHECK THAT YOU ARE PURCHASING CISCO SOFTWARE OR
EQUIPMENTFROMANAPPROVEDSOURCEANDTHATYOU,ORTHEENTITYYOUREPRESENT
(COLLECTIVELY, THE "CUSTOMER") HAVE BEEN REGISTERED AS THE END USER FOR THE
PURPOSES OF THIS CISCO END USER LICENSE AGREEMENT.IF YOU ARE NOT REGISTERED
AS THE END USER YOU HAVE NO LICENSE TO USE THE SOFTWARE AND THE LIMITED
WARRANTY IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT DOES NOT APPLY.ASSUMING YOU
HAVE PURCHASED FROM AN APPROVED SOURCE, DOWNLOADING, INSTALLING OR USING
CISCO OR CISCO-SUPPLIED SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.

CISCO SYSTEMS, INC.OR ITS SUBSIDIARY LICENSING THE SOFTWARE INSTEAD OF CISCO
SYSTEMS, INC.("CISCO") IS WILLING TO LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU ONLY UPON THE
CONDITION THAT YOU PURCHASED THE SOFTWARE FROM AN APPROVED SOURCE AND
THATYOUACCEPTALLOFTHETERMSCONTAINED INTHIS ENDUSERLICENSEAGREEMENT
PLUS ANY ADDITIONAL LIMITATIONS ON THE LICENSE SET FORTH IN A SUPPLEMENTAL
LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING THE PRODUCT OR AVAILABLE AT THE TIME OF
YOUR ORDER (COLLECTIVELY THE "AGREEMENT").TO THE EXTENT OF ANY CONFLICT
BETWEEN THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT AND ANY SUPPLEMENTAL
LICENSE AGREEMENT, THE SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT SHALL APPLY.BY
DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, YOU ARE REPRESENTING THAT
YOU PURCHASED THE SOFTWARE FROM AN APPROVED SOURCE AND BINDING YOURSELF
TO THE AGREEMENT.IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THE AGREEMENT,
THEN CISCO IS UNWILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND (A) YOU MAY NOT
DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY RETURN THE SOFTWARE
(INCLUDING ANY UNOPENED CD PACKAGE AND ANYWRITTEN MATERIALS) FOR A FULL
REFUND, OR, IF THE SOFTWARE AND WRITTEN MATERIALS ARE SUPPLIED AS PART OF
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ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE PRODUCT FOR A FULL REFUND.YOUR
RIGHT TO RETURN AND REFUND EXPIRES 30 DAYS AFTER PURCHASE FROM AN APPROVED
SOURCE, AND APPLIES ONLY IF YOU ARE THE ORIGINAL AND REGISTERED END USER
PURCHASER.本エンドユーザライセンス契約において、「認定販売元」とは、（A）シスコ、
（B）対象地域内でエンドユーザにシスコの機器、ソフトウェアおよびサービスを配布および/も
しくは販売することについてシスコより認定を受けたディストリビュータもしくはシステムイン

テグレータ、または（C）シスコの機器、ソフトウェアおよびサービスをお客様の地域内でエンド
ユーザに配布および/もしくは販売することについて、ディストリビュータとシスコとの契約の条
件に従い、ディストリビュータもしくはシステムインテグレータにより認定された再販業者を意

味します。

THE FOLLOWING TERMS OF THE AGREEMENT GOVERN CUSTOMER'S USE OF THE SOFTWARE
(DEFINED BELOW), EXCEPT TO THE EXTENT: (A) THERE IS A SEPARATE SIGNED CONTRACT
BETWEENCUSTOMERANDCISCOGOVERNINGCUSTOMER'S USEOF THE SOFTWARE, OR (B) THE
SOFTWARE INCLUDES A SEPARATE "CLICK-ACCEPT" LICENSE AGREEMENT OR THIRD PARTY
LICENSE AGREEMENT AS PART OF THE INSTALLATION OR DOWNLOAD PROCESS GOVERNING
CUSTOMER'SUSEOFTHESOFTWARE.TOTHEEXTENTOFACONFLICTBETWEENTHEPROVISIONS
OF THE FOREGOING DOCUMENTS, THE ORDER OF PRECEDENCE SHALL BE (1)THE SIGNED
CONTRACT, (2) THE CLICK-ACCEPT AGREEMENT OR THIRD PARTY LICENSE AGREEMENT, AND
(3) THEAGREEMENT.FORPURPOSESOFTHEAGREEMENT, "SOFTWARE" SHALLMEANCOMPUTER
PROGRAMS, INCLUDING FIRMWARE AND COMPUTER PROGRAMS EMBEDDED IN CISCO
EQUIPMENT, AS PROVIDED TO CUSTOMER BY AN APPROVED SOURCE, AND ANY UPGRADES,
UPDATES, BUG FIXES OR MODIFIED VERSIONS THERETO (COLLECTIVELY, "UPGRADES"), ANY
OF THE SAME WHICH HAS BEEN RELICENSED UNDER THE CISCO SOFTWARE TRANSFER AND
RE-LICENSINGPOLICY (ASMAYBEAMENDEDBYCISCOFROMTIMETOTIME)ORBACKUPCOPIES
OF ANY OF THE FOREGOING.

License.Conditioned upon compliance with the terms and conditions of the Agreement, Cisco grants to
Customer a nonexclusive and nontransferable license to use for Customer's internal business purposes the
Software and the Documentation for which Customer has paid the required license fees to an Approved
Source."Documentation" means written information (whether contained in user or technical manuals, training
materials, specifications or otherwise) pertaining to the Software and made available by an Approved Source
with the Software in any manner (including on CD-Rom, or on-line).In order to use the Software, Customer
may be required to input a registration number or product authorization key and register Customer's copy of
the Software online at Cisco's website to obtain the necessary license key or license file.

Customer's license to use the Software shall be limited to, and Customer shall not use the Software in excess
of, a single hardware chassis or card or such other limitations as are set forth in the applicable Supplemental
License Agreement or in the applicable purchase order which has been accepted by an Approved Source and
for which Customer has paid to an Approved Source the required license fee (the "Purchase Order").

Unless otherwise expressly provided in the Documentation or any applicable Supplemental License Agreement,
Customer shall use the Software solely as embedded in, for execution on, or (where the applicable
Documentation permits installation on non-Cisco equipment) for communication with Cisco equipment owned
or leased by Customer and used for Customer's internal business purposes.No other licenses are granted by
implication, estoppel or otherwise.

For evaluation or beta copies for which Cisco does not charge a license fee, the above requirement to pay
license fees does not apply.

General Limitations.This is a license, not a transfer of title, to the Software and Documentation, and Cisco
retains ownership of all copies of the Software and Documentation.Customer acknowledges that the Software
and Documentation contain trade secrets of Cisco or its suppliers or licensors, including but not limited to the
specific internal design and structure of individual programs and associated interface information.Except as
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otherwise expressly provided under the Agreement, Customer shall only use the Software in connection with
the use of Cisco equipment purchased by the Customer from an Approved Source and Customer shall have
no right, and Customer specifically agrees not to:

(i) transfer, assign or sublicense its license rights to any other person or entity (other than in compliance with
any Cisco relicensing/transfer policy then in force), or use the Software on Cisco equipment not purchased
by the Customer from an Approved Source or on secondhand Cisco equipment, and Customer acknowledges
that any attempted transfer, assignment, sublicense or use shall be void;

(ii) make error corrections to or otherwise modify or adapt the Software or create derivative works based upon
the Software, or permit third parties to do the same;

(iii) reverse engineer or decompile, decrypt, disassemble or otherwise reduce the Software to human-readable
form, except to the extent otherwise expressly permitted under applicable law notwithstanding this restriction
or except to the extent that Cisco is legally required to permit such specific activity pursuant to any applicable
open source license;

(iv) publish any results of benchmark tests run on the Software;

(v) use or permit the Software to be used to perform services for third parties, whether on a service bureau or
time sharing basis or otherwise, without the express written authorization of Cisco; or

(vi) disclose, provide, or otherwise make available trade secrets contained within the Software and
Documentation in any form to any third party without the prior written consent of Cisco.Customer shall
implement reasonable security measures to protect such trade secrets.

To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Cisco shall provide Customer
with the interface information needed to achieve interoperability between the Software and another
independently created program, on payment of Cisco's applicable fee, if any.Customer shall observe strict
obligations of confidentiality with respect to such information and shall use such information in compliance
with any applicable terms and conditions upon which Cisco makes such information available.

Software, Upgrades and Additional Copies.NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF THE
AGREEMENT: (1) CUSTOMERHASNOLICENSEORRIGHTTOMAKEORUSEANYADDITIONAL
COPIES OR UPGRADES UNLESS CUSTOMER, AT THE TIME OF MAKING OR ACQUIRING SUCH
COPY OR UPGRADE, ALREADY HOLDS A VALID LICENSE TO THE ORIGINAL SOFTWARE AND
HAS PAID THE APPLICABLE FEE TO AN APPROVED SOURCE FOR THE UPGRADE OR
ADDITIONAL COPIES; (2) USE OF UPGRADES IS LIMITED TO CISCO EQUIPMENT SUPPLIED BY
AN APPROVED SOURCE FOR WHICH CUSTOMER IS THE ORIGINAL END USER PURCHASER
OR LESSEE OR OTHERWISE HOLDS A VALID LICENSE TO USE THE SOFTWARE WHICH IS
BEING UPGRADED; AND (3) THE MAKING AND USE OF ADDITIONAL COPIES IS LIMITED TO
NECESSARY BACKUP PURPOSES ONLY.

Proprietary Notices.Customer agrees to maintain and reproduce all copyright, proprietary, and other notices
on all copies, in any form, of the Software in the same form and manner that such copyright and other
proprietary notices are included on the Software.Except as expressly authorized in the Agreement, Customer
shall not make any copies or duplicates of any Software without the prior written permission of Cisco.

Term and Termination.The Agreement and the license granted herein shall remain effective until
terminated.Customer may terminate the Agreement and the license at any time by destroying all copies of
Software and any Documentation.Customer's rights under the Agreement will terminate immediately without
notice fromCisco if Customer fails to complywith any provision of the Agreement.Upon termination, Customer
shall destroy all copies of Software and Documentation in its possession or control.All confidentiality
obligations of Customer, all restrictions and limitations imposed on the Customer under the section titled
"General Limitations" and all limitations of liability and disclaimers and restrictions of warranty shall survive
termination of this Agreement.In addition, the provisions of the sections titled "U.S. Government End User
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Purchasers" and "General Terms Applicable to the Limited Warranty Statement and End User License
Agreement" shall survive termination of the Agreement.

Customer Records.Customer grants to Cisco and its independent accountants the right to examine Customer's
books, records and accounts during Customer's normal business hours to verify compliance with this
Agreement.In the event such audit discloses non-compliance with this Agreement, Customer shall promptly
pay to Cisco the appropriate license fees, plus the reasonable cost of conducting the audit.

Export, Re-Export, Transfer and Use Controls.The Software, Documentation and technology or direct products
thereof (hereafter referred to as Software and Technology), supplied by Cisco under the Agreement are subject
to export controls under the laws and regulations of the United States (U.S.) and any other applicable countries'
laws and regulations.Customer shall comply with such laws and regulations governing export, re-export,
transfer and use of Cisco Software and Technology and will obtain all required U.S. and local authorizations,
permits, or licenses.Cisco and Customer each agree to provide the other information, support documents, and
assistance as may reasonably be required by the other in connection with securing authorizations or
licenses.Information regarding compliance with export, re-export, transfer and use may be located at the
following URL:

http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_
compliance.html.

U.S. Government End User Purchasers.The Software and Documentation qualify as "commercial items," as
that term is defined at Federal Acquisition Regulation ("FAR") (48 C.F.R.) 2.101, consisting of "commercial
computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in FAR
12.212.Consistent with FAR 12.212 and DoD FAR Supp.227.7202-1 through 227.7202-4, and notwithstanding
any other FAR or other contractual clause to the contrary in any agreement into which the Agreement may
be incorporated, Customer may provide to Government end user or, if the Agreement is direct, Government
end user will acquire, the Software and Documentation with only those rights set forth in the Agreement.Use
of either the Software or Documentation or both constitutes agreement by the Government that the Software
and Documentation are "commercial computer software" and "commercial computer software documentation,"
and constitutes acceptance of the rights and restrictions herein.

Identified Components; Additional Terms.本ソフトウェアは、本書に規定されたものとは異なるライ
センス契約条件、保証の否認、制限付き保証または他の契約条件（総称して「追加条件」）が適

用される、第三者のコンポーネントを含んでいる可能性のある単一または複数のコンポーネント

であって、本文書、readme.txt_file、第三者のクリック同意またはその他（http://www.cisco.com/上
など）においてシスコにより指定されたもの（「指定コンポーネント」）を含むこと、または指

定コンポーネントと共に提供されることがあります。お客様は、かかる指定コンポーネントにつ

いて該当する追加条件に同意するものとします。

Limited Warranty

Subject to the limitations and conditions set forth herein, Cisco warrants that commencing from the date of
shipment to Customer (but in case of resale by an Approved Source other than Cisco, commencing not more
than ninety (90) days after original shipment by Cisco), and continuing for a period of the longer of (a) ninety
(90) days or (b) the warranty period (if any) expressly set forth as applicable specifically to software in the
warranty card accompanying the product of which the Software is a part (the "Product") (if any): (a) the media
on which the Software is furnished will be free of defects in materials and workmanship under normal use;
and (b) the Software substantially conforms to the Documentation.The date of shipment of a Product by Cisco
is set forth on the packaging material in which the Product is shipped.Except for the foregoing, the Software
is provided "AS IS".This limited warranty extends only to the Software purchased from an Approved Source
by a Customer who is the first registered end user.Customer's sole and exclusive remedy and the entire liability
of Cisco and its suppliers under this limited warranty will be (i) replacement of defective media and/or (ii) at
Cisco's option, repair, replacement, or refund of the purchase price of the Software, in both cases subject to
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the condition that any error or defect constituting a breach of this limited warranty is reported to the Approved
Source supplying the Software to Customer, within the warranty period.Cisco or the Approved Source supplying
the Software to Customer may, at its option, require return of the Software and/or Documentation as a condition
to the remedy.In no event does Cisco warrant that the Software is error free or that Customer will be able to
operate the Software without problems or interruptions.In addition, due to the continual development of new
techniques for intruding upon and attacking networks, Cisco does not warrant that the Software or any
equipment, system or network on which the Software is used will be free of vulnerability to intrusion or attack.

Restrictions.This warranty does not apply if the Software, Product or any other equipment upon which the
Software is authorized to be used (a) has been altered, except by Cisco or its authorized representative, (b)
has not been installed, operated, repaired, or maintained in accordance with instructions supplied by Cisco,
(c) has been subjected to abnormal physical or electrical stress, abnormal environmental conditions, misuse,
negligence, or accident; or (d) is licensed for beta, evaluation, testing or demonstration purposes.The Software
warranty also does not apply to (e) any temporary Software modules; (f) any Software not posted on Cisco's
Software Center; (g) any Software that Cisco expressly provides on an "AS IS" basis on Cisco's Software
Center; (h) any Software for which an Approved Source does not receive a license fee; and (i) Software
supplied by any third party which is not an Approved Source.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPTASSPECIFIED INTHISWARRANTYSECTION,ALLEXPRESSOR IMPLIEDCONDITIONS,
REPRESENTATIONS, AND WARRANTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED
WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
NON-INFRINGEMENT, SATISFACTORY QUALITY, NON-INTERFERENCE, ACCURACY OF
INFORMATIONAL CONTENT, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, LAW, USAGE, OR
TRADE PRACTICE, ARE HEREBY EXCLUDED TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE
LAW AND ARE EXPRESSLY DISCLAIMED BY CISCO, ITS SUPPLIERS AND LICENSORS.TO THE
EXTENT THAT ANY OF THE SAME CANNOT BE EXCLUDED, SUCH IMPLIED CONDITION,
REPRESENTATION AND/OR WARRANTY IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS
WARRANTYPERIODREFERREDTO INTHE "LIMITEDWARRANTY"SECTIONABOVE.BECAUSE
SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED
WARRANTY LASTS, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY IN SUCH STATES.THIS
WARRANTY GIVES CUSTOMER SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND CUSTOMER MAY ALSO HAVE
OTHERRIGHTSWHICHVARYFROMJURISDICTIONTO JURISDICTION.This disclaimer and exclusion
shall apply even if the express warranty set forth above fails of its essential purpose.

Disclaimer of Liabilities - Limitation of Liability.本ソフトウェアの取得地が米国、ラテンアメリカ諸
国、カナダ、日本またはカリブ海沿岸諸国の場合、本契約中の別段の規定にかかわらず、お客様

に対するシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサー

の合算での全責任は、契約、不法行為（過失を含む）、保証違反またはその他の原因に基づくか

を問わず、当該請求を生じさせた本ソフトウェアについてお客様が認定販売元に支払った価格、

または本ソフトウェアが対象外製品の一部である場合には当該製品について支払われた価格を超

えないものとします。THIS LIMITATION OF LIABILITY FOR SOFTWARE IS CUMULATIVE AND
NOT PER INCIDENT (I.E.THEEXISTENCEOF TWOORMORECLAIMSWILLNOTENLARGETHIS
LIMIT).

IFYOUACQUIREDTHESOFTWARE INEUROPE, THEMIDDLEEAST,AFRICA,ASIAOROCEANIA,
NOTWITHSTANDINGANYTHINGELSE INTHEAGREEMENTTOTHECONTRARY,ALLLIABILITY
OF CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND
LICENSORS COLLECTIVELY, TO CUSTOMER, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), BREACH OF WARRANTY OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE PRICE
PAID BY CUSTOMER TO CISCO FOR THE SOFTWARE THAT GAVE RISE TO THE CLAIM OR IF
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THE SOFTWARE IS PART OF ANOTHER PRODUCT, THE PRICE PAID FOR SUCH OTHER
PRODUCT.THIS LIMITATION OF LIABILITY FOR SOFTWARE IS CUMULATIVE AND NOT PER
INCIDENT (I.E.THE EXISTENCE OF TWO OR MORE CLAIMS WILL NOT ENLARGE THIS
LIMIT).NOTHING IN THE AGREEMENT SHALL LIMIT (I) THE LIABILITY OF CISCO, ITS
AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS TO
CUSTOMER FOR PERSONAL INJURY OR DEATH CAUSED BY THEIR NEGLIGENCE, (II) CISCO'S
LIABILITYFORFRAUDULENTMISREPRESENTATION,OR (III) ANYLIABILITYOFCISCOWHICH
CANNOT BE EXCLUDED UNDER APPLICABLE LAW.

Disclaimer of Liabilities - Waiver of Consequential Damages and Other Losses. IF YOU ACQUIRED THE
SOFTWARE IN THE UNITED STATES, LATIN AMERICA, THE CARIBBEAN OR CANADA,
REGARDLESS OF WHETHER ANY REMEDY SET FORTH HEREIN FAILS OF ITS ESSENTIAL
PURPOSE OR OTHERWISE, IN NO EVENTWILL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY
LOST REVENUE, PROFIT, OR LOST OR DAMAGED DATA, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF
CAPITAL,ORFORSPECIAL, INDIRECT,CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL,ORPUNITIVEDAMAGES
HOWEVERCAUSEDANDREGARDLESSOFTHETHEORYOFLIABILITYORWHETHERARISING
OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE OR OTHERWISE AND EVEN IF CISCO
OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION OR
EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATIONMAY
NOT APPLY TO YOU.

IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN JAPAN, EXCEPT FOR LIABILITY ARISING OUT OF OR
IN CONNECTION WITH DEATH OR PERSONAL INJURY, FRAUDULENT MISREPRESENTATION,
AND REGARDLESS OFWHETHER ANY REMEDY SET FORTH HEREIN FAILS OF ITS ESSENTIAL
PURPOSEOROTHERWISE, INNOEVENTWILLCISCO, ITSAFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS,
EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE,
PROFIT, OR LOST OR DAMAGED DATA, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF CAPITAL, OR FOR
SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES HOWEVER
CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY OR WHETHER ARISING OUT OF
THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE OR OTHERWISE AND EVEN IF CISCO OR ANY
APPROVED SOURCE OR THEIR SUPPLIERS OR LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

IFYOUACQUIREDTHESOFTWARE INEUROPE, THEMIDDLEEAST,AFRICA,ASIAOROCEANIA,
IN NO EVENT WILL CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS,
SUPPLIERS AND LICENSORS, BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, LOST PROFIT, OR LOST
ORDAMAGEDDATA,BUSINESS INTERRUPTION,LOSSOFCAPITAL,ORFORSPECIAL, INDIRECT,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL,ORPUNITIVEDAMAGES,HOWSOEVERARISING, INCLUDING,
WITHOUTLIMITATION, INCONTRACT,TORT (INCLUDINGNEGLIGENCE)ORWHETHERARISING
OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF, IN EACH CASE, CISCO,
ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS,
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.BECAUSE SOME STATES OR
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR
INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT FULLY APPLY TO YOU.THE
FOREGOING EXCLUSION SHALL NOT APPLY TO ANY LIABILITY ARISING OUT OF OR IN
CONNECTIONWITH: (I) DEATHORPERSONAL INJURY, (II) FRAUDULENTMISREPRESENTATION,
OR (III) CISCO'S LIABILITY IN CONNECTIONWITHANY TERMS THAT CANNOT BE EXCLUDED
UNDER APPLICABLE LAW.

Customer acknowledges and agrees that Cisco has set its prices and entered into the Agreement in reliance
upon the disclaimers of warranty and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an
allocation of risk between the parties (including the risk that a contract remedy may fail of its essential purpose
and cause consequential loss), and that the same form an essential basis of the bargain between the parties.
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Controlling Law, Jurisdiction.If you acquired, by reference to the address on the purchase order accepted by
the Approved Source, the Software in the United States, Latin America, or the Caribbean, the Agreement and
warranties ("Warranties") are controlled by and construed under the laws of the State of California, United
States of America, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the state and federal courts of California
shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties.If you acquired
the Software in Canada, unless expressly prohibited by local law, the Agreement andWarranties are controlled
by and construed under the laws of the Province of Ontario, Canada, notwithstanding any conflicts of law
provisions; and the courts of the Province of Ontario shall have exclusive jurisdiction over any claim arising
under the Agreement or Warranties.If you acquired the Software in Europe, the Middle East, Africa, Asia or
Oceania (excluding Australia), unless expressly prohibited by local law, the Agreement and Warranties are
controlled by and construed under the laws of England, notwithstanding any conflicts of law provisions; and
the English courts shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement orWarranties.In
addition, if the Agreement is controlled by the laws of England, no person who is not a party to the Agreement
shall be entitled to enforce or take the benefit of any of its terms under the Contracts (Rights of Third Parties)
Act 1999.If you acquired the Software in Japan, unless expressly prohibited by local law, the Agreement and
Warranties are controlled by and construed under the laws of Japan, notwithstanding any conflicts of law
provisions; and the Tokyo District Court of Japan shall have exclusive jurisdiction over any claim arising
under the Agreement or Warranties.If you acquired the Software in Australia, unless expressly prohibited by
local law, the Agreement and Warranties are controlled by and construed under the laws of the State of New
South Wales, Australia, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the State and federal courts of
New SouthWales shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement orWarranties.If
you acquired the Software in any other country, unless expressly prohibited by local law, the Agreement and
Warranties are controlled by and construed under the laws of the State of California, United States of America,
notwithstanding any conflicts of law provisions; and the state and federal courts of California shall have
exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties.

For all countries referred to above, the parties specifically disclaim the application of the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods.Notwithstanding the foregoing, either party may seek interim
injunctive relief in any court of appropriate jurisdiction with respect to any alleged breach of such party's
intellectual property or proprietary rights.If any portion hereof is found to be void or unenforceable, the
remaining provisions of the Agreement andWarranties shall remain in full force and effect.Except as expressly
provided herein, the Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the license
of the Software and Documentation and supersedes any conflicting or additional terms contained in any
Purchase Order or elsewhere, all of which terms are excluded.The Agreement has been written in the English
language, and the parties agree that the English version will govern.

各種製品保証規定や、以下のURLをご覧ください:

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

Cisco コンテンツセキュリティソフトウェア用エンド
ユーザライセンス契約補則

IMPORTANT: READ CAREFULLY

This Supplemental End User License Agreement ("SEULA") contains additional terms and conditions for the
Software product licensed under the End User License Agreement ("EULA") between You ("You" as used
herein means You and the business entity you represent or "Company") and Cisco (collectively, the
"Agreement").Capitalized terms used in this SEULA but not defined will have the meanings assigned to them
in the EULA.To the extent that there is a conflict between the terms and conditions of the EULA and this
SEULA, the terms and conditions of this SEULA will take precedence.
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In addition to the limitations set forth in the EULA on your access and use of the Software, you agree to
comply at all times with the terms and conditions provided in this SEULA.

DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTANCE OF
THE AGREEMENT, AND YOU ARE BINDING YOURSELF AND THE BUSINESS ENTITY THAT
YOUREPRESENT TO THEAGREEMENT.IF YOUDONOTAGREE TOALLOF THE TERMSOF THE
AGREEMENT, THEN CISCO IS UNWILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND (A) YOU
MAY NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY RETURN THE
SOFTWARE (INCLUDING ANY UNOPENED CD PACKAGE AND ANYWRITTEN MATERIALS)
FOR A FULL REFUND, OR, IF THE SOFTWARE AND WRITTEN MATERIALS ARE SUPPLIED AS
PART OF ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE PRODUCT FOR A FULL
REFUND.YOUR RIGHT TO RETURN AND REFUND EXPIRES 30 DAYS AFTER PURCHASE FROM
CISCOORANAUTHORIZEDCISCORESELLER,ANDAPPLIESONLY IFYOUARETHEORIGINAL
END USER PURCHASER.

For purposes of this SEULA, the Product name and the Product description You have ordered is any of the
following Cisco Systems Email Security Appliance ("ESA"), Cisco SystemsWeb Security Appliance ("WSA")
and Cisco Systems Security Management Application ("SMA") (collectively, "Content Security") and their
Virtual Appliance equivalent ("Software"):

Cisco AsyncOS for Email

Cisco AsyncOS for Web

Cisco AsyncOS for Management

Cisco Email Anti-Spam, Sophos Anti-Virus

Cisco Email Outbreak Filters

Cloudmark Anti-Spam

Cisco Image Analyzer

McAfee Anti-Virus

Cisco Intelligent Multi-Scan

Cisco Data Loss Prevention

Cisco Email Encryption

Cisco Email Delivery Mode

Cisco Web Usage Controls

Cisco Web Reputation

Sophos Anti-Malware

Webroot Anti-Malware

McAfee Anti-Malware

Cisco Email Reporting

Cisco Email Message Tracking

Cisco Email Centralized Quarantine

Cisco Web Reporting

Cisco Web Policy and Configuration Management

Cisco Advanced Web Security Management with Splunk
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Email Encryption for Encryption Appliances

Email Encryption for System Generated Bulk Email

Email Encryption and Public Key Encryption for Encryption Appliances

Large Attachment Handling for Encryption Appliances

Secure Mailbox License for Encryption Appliances

Definitions

For purposes of this SEULA, the following definitions apply:

"Company Service" means the Company's email, Internet, security management services provided to End
Users for the purposes of conducting Company's internal business.

"End User" means: (1) for theWSA and SMA, the employee, contractor or other agent authorized by Company
to access the Internet and the SMA via the Company Service; and (2) for the ESA, the email boxes of the
employees, contractors, or other agent authorized by Company to access or use the email services via the
Company Service.

"Ordering Document" means the purchase agreement, evaluation agreement, beta, pre-release agreement or
similar agreement between the Company and Cisco or the Company and a Cisco reseller, or the valid terms
of any purchase order accepted by Cisco in connection therewith, containing the purchase terms for the
Software license granted by this Agreement.

"Personally Identifiable Information" means any information that can be used to identify an individual,
including, but not limited to, an individual's name, user name, email address and any other personally identifiable
information.

"Server" means a single physical computer or devices on a network that manages or provides network resources
for multiple users.

"Services" means Cisco Software Subscription Services.

"Service Description" means the description of the Software Subscription Support Services at http://
www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/index.html

"Telemetry Data" means samples of Company's email and web traffic, including data on email message and
web request attributes and information on how different types of email messages and web requests were
handled by Company's Cisco hardware products.Email message metadata and web requests included in
Telemetry Data are anonymized and obfuscated to remove any Personally Identifiable Information.

"Term"means the length of the Software subscription You purchased, as indicated in your Ordering Document.

"Virtual Appliance" means the virtual version of Cisco's email security appliances, web security appliances,
and security management appliances.

"Virtual Machine" means a software container that can run its own operating system and execute applications
like a Server.

Additional License Terms and Conditions

LICENSE GRANTS AND CONSENT TO TERMS OF DATA COLLECTION

License of Software.

By using the Software and the Documentation, Company agrees to be bound by the terms of this Agreement,
and so long as Company is in compliancewith this Agreement, Cisco hereby grants to Company a nonexclusive,
non-sublicensable, non-transferable, worldwide license during the Term to use the Software only on Cisco's
hardware products, or in the case of the Virtual Appliances, on a Virtual Machine, solely in connection with
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the provision of the Company Service to End Users.The number of End Users licensed for the use of the
Software is limited to the number of End Users specified in the Ordering Documents.In the event that the
number of End Users in connection with the provision of the Company Service exceeds the number of End
Users specified in the Ordering Documents, Company shall contact an Approved Source to purchase additional
licenses for the Software.The duration and scope of this license(s) is further defined in the Ordering
Document.TheOrderingDocument supersedes the EULAwith respect to the term of the Software license.Except
for the license rights granted herein, no right, title or interest in any Software is granted to the Company by
Cisco, Cisco's resellers or their respective licensors.Your entitlement to Upgrades to the Software is subject
to the Service Description.This Agreement and the Services are co-terminus.

Consent and License to Use Data.

Subject to the Cisco Privacy Statement at http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html, Company
hereby consents and grants to Cisco a license to collect and use Telemetry Data from the Company.Cisco
does not collect or use Personally Identifiable Information in the Telemetry Data.Cisco may share aggregated
and anonymous Telemetry Data with third parties to assist us in improving your user experience and the
Software and other Cisco security products and services.Company may terminate Cisco's right to collect
Telemetry Data at any time by disabling SenderBase Network Participation in the Software.Instructions to
enable or disable SenderBase Network Participation are available in the Software configuration guide.

Description of Other Rights and Obligations

Please refer to the Cisco Systems, Inc. EndUser License Agreement, Privacy Statement and Service Description
of Software Subscription Support Services.
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DLPポリシー 502, 505, 510, 511
コンテンツ照合分類子 502
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DLPポリシー (続き)
検出ルール 505, 510
送信者および受信者のフィルタリング 511
添付ファイルのフィルタリング 511

DNS 42, 53, 842, 1033, 1034, 1035
タイムアウト 1034
逆引き DNSルックアップのタイムアウト 1035
分割 1033
サーバ 42, 53

1034
逆引きDNSルックアップのタイムアウトの無効化、

逆引き DNSルックアップ 1035
無効化 1035

権威サーバ 1033
設定 42, 53
二重検索 842

DNSキャッシュ 1062
DNSサーバ 1033
DNSリスト 192
DNSルックアップ 1062
DNSBL 192
dnsstatusコマンド 1062
Document Type Definition（DTD） 979
Domain Debug Logs 1105
Domain Name Service（DNS） 42, 53
設定 42, 53

drop-attachments-where-dictionary-match 259
DSR 1097
ループバックインターフェイス 1097
ロードバランシング 1097
仮想 IP（VIP） 1097

E

Eメールセキュリティ仮想アプライアンス 29
ライセンスの読み込み 29

email 691
アドレスの書き換え 691

F

filters 157, 159, 166, 178, 182, 189, 193
コメント文字 159
スキャン可能なアーカイブファイルのタイプ 189
ディクショナリ用語の一致 166, 193
解析不可能なメッセージ 182
空白ヘッダーの一致 182

filters (続き)
正規表現および Python 178

findevent 1072
FTP 1257
FTP Server Logs 1105
FTPアクセス 1259

G

GUI 17, 18, 53, 1085
アクセス 18
ブラウザ要件 17
有効化 53, 1085

GUIセッションのタイムアウト 966
GUIログ。HTTPログを参照してください。 1105

H

HAT 121, 127, 135
HAT変数のテスト 121
エクスポート 135

HAT内の最終エントリ 111
HAT変数のテスト 121
hostname 40, 51
セットアップ中のホスト名の指定 40

hostrateコマンド 1060
hoststatusコマンド 1057
HTTP 53, 1085, 1257

GUI 1085
有効化 53

HTTP Logs 1105
HTTP認証 869
HTTPS 53, 684, 1085, 1257

GUI 1085
証明書 684
有効化 53

HTTPSログイン 18

I

IMAP認証 928
implementsv 143
Injection Connection ID (ICID) 1046
Injection Debug Logs 1105
IPインターフェイス 42, 53
リスナーの定義 53
割り当て 42
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IronPort Anti-Spam用評価キー 61
IronPort Text Mail Logs 1105
IronPortインテリジェントマルチスキャン 356
有効化 356

IronPortスパム隔離 75
リリースされたメッセージと電子メールパイプライ

ン 75
IronPortスパム隔離。「スパム隔離」を参照 891
IronPortスパム対策 47, 61, 350, 382

filters 350
テスト 382
評価キー 47, 61

IronPortスパム対策ルール用プロキシサーバ 992
IronPortメール暗号化 527, 530, 535, 560
エンベロープ設定 530
キーサーバ設定 530
フィルタアクションと使用 535, 560
メッセージ設定 530
設定 527
通知設定 530

L

LDAP 183, 184, 763, 767, 769, 770, 771, 775, 778, 779, 794, 800, 805, 808, 
926, 928, 957

LDAPS証明書 771
エイリアス拡張 779
クエリトークン 770
ベース DN 770
接続プーリング 794
load-balancing 808
Microsoft Exchange 5.5のサポート 767
OpenLDAPクエリ 778
SSL 771
SunONEクエリ 778
エイリアス統合クエリ 805
クエリのテスト 769, 775
グループクエリ 183, 184
テストサーバ 763
フェールオーバー 808
外部認証 800, 957
再帰クエリ 771
接続 775
匿名クエリ 771
複数のサーバ 808

LDAP Debug Logs 1105
LDAPエラー 777

LDAPS証明書 771
listener 92, 93, 645
不正なMAIL FROMおよびデフォルトドメイン 92
暗号化の有効化 93
免責事項の追加 645

listenerconfigコマンド 81

M

M-Series 1243
MAIL FROM 166, 301
mailertable機能 685
mbox形式 238
mbox形式のログファイル 337
McAfee 62
評価キー 62

McAfee Anti-Virusエンジン 331
memory 1049
MIBファイル 1074
MTA 65, 96, 667
MX 21

N

netmask 42
NICチーミング 1091
NICペアリング 1091
アップグレード時に名前を指定 1091
アラート 1091

not.double.verified 141
NTPサーバ 1040
削除 1040

NTPログ 1105
NXDOMAIN 141, 148

O

oldmessageコマンド 1071

P

passphrase 956
設定 956

PEM形式、証明書用 553
POP認証 928
POP/IMAPサーバ 96
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Possible Delivery 739
PVO。「隔離、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイ
ク」を参照 891

Q

qmail形式配信ログ 1105

R

RADIUS外部認証 958
RAM 1221
RAM Utilization 1049
RAT 154
受信者のバイパス 154
受信者のバイパス（CLI） 154
受信者のバイパス（GUI） 154

rate command 1060
RBL 166
RCPT TO 166, 301
RCPT TOコマンド 152
Receivedヘッダー 376
redirectrecipients 1066
removemessageコマンド 1071
resetcountersコマンド 1063
resumeコマンド 1069
resumedelコマンド 1068
resumelistenerコマンド 1069
revert 1003
設置 1003

RFC 14, 288, 481, 667, 1073
1065 1073
1066 1073
1067 1073
1213 1073
1907 1073
2047 481
2487 667
2821 14
821 288
822 288

S

SBRS 104, 116, 193
none 116, 193
none 116, 193
テスト 104

SBRSのメッセージフィルタ 106
SBRS。Senderbaseレピュテーションサービススコアを参
照 116
Scanning Logs 1105
scpコマンド 1261
secure copy 1261
Secure LDAP 771
SenderBase 94, 116
送信者グループの SBO 116

SenderBase Affiliateネットワーク 99
SenderBaseネットワークオーナー識別番号 113
SenderBaseレピュテーションサービス 99, 829
SenderBaseレピュテーションサービススコア 116
SenderBaseレピュテーションスコア 100, 116, 379
SenderBaseレピュテーションスコア、CLIの構文 116
SenderBase、クエリー 116
\ 836
SERVFAIL 141, 148
showmessageコマンド 1071
showrecipients 1067
SIDFの検証 166, 608, 610, 614, 617

results 614
テスト 617
準拠レベル 610
設定 608
有効化 610

SIDFレコード 609
テスト 609
有効な 609

SMIファイル 1074
SMTP 96, 152, 382

IronPort Anti-Spamのテスト 382
response 152
メッセージ 96

SMTPコールアヘッドサーバプロファイル 660, 663
リスナーでのイネーブル化 663
作成 660

SMTPコールアヘッド受信者検証 657, 658, 663, 664, 665
LDAPルーティングクエリーを使用 664
SMTPサーバ応答 663
バイパス 665
通信のワークフロー 658

SMTPデーモン 53
インジェクタを参照 53
リスナーを参照 53

SMTPルート 685, 688
メール配信と分割 688
制限 688

   AsyncOS 11.0 for Cisco Email Security Appliances ユーザガイド
IN-4

索引



SMTP通信 658
SMTPコールアヘッドサーバ 658

SMTP認証 793, 796
DIGEST-MD5 796
TLS 796
サポート対象認証メカニズム 793

SMTP認証プロファイル 796
SMTP認証済みユーザの一致するフィルタルール 198
SNMP 1073, 1074, 1075

MIBファイル 1074
SMIファイル 1074
コミュニティストリング 1073
複数のトラップターゲットの指定 1075
traps 1075
概要 1073

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル） 1073
snmpconfig command 1075
SNMPv1 1073
SNMPv2 1073
Sophos 47, 62, 347
アップデート 347
評価キー 47, 62

Sophosウイルススキャン 339
filters 339

SPFレコード 608, 609
テスト 609
有効な 608

SPF検証 166, 608, 610, 614, 617
results 614
テスト 617
受信 SPFヘッダー 614
準拠レベル 610
設定 608
有効化 610

spf-passedフィルタルール 166, 617
spf-statusフィルタルール 166, 616
SSH 19
SSL 771
STARTTLS 667
定義 667

status detailコマンド 1054
Status Logs 1105
statusコマンド 1053
strip-headerフィルタアクション 239
suspenddelコマンド 1067
suspendlistenerコマンド 1069

T

Threat Operations Center（TOC） 405
throttling 99
TLS 667, 679

default 679
Preferred 679
証明書 667
必須 679

ケース（コンテキスト適応スキャンエンジン 380
tophostsコマンド 1059
topin command 1062
traceコマンド 104
TTL 1055

U

URLレピュテーション 427
uuencoded添付ファイル 162

V

version 865
Virtual Gatewayアドレス 238
Virtual Gatewayアドレスのモニタリング 749
Virtual Gatewayキュー 741
VLAN 1093, 1094
ラベル 1094
定義済みの 1093

W

Web UIセッションのタイムアウト 966
Webインターフェイス 53
有効化 53

Webレピュテーション 204, 245
メッセージフィルタ 204, 245

WHITELIST送信者グループ 340

X

X-Header、追加 481
X-IronPort-AVヘッダー 334
XML 979, 1086, 1105
XMLステータス機能 1086
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あ

アウトブレイクフィルタ 47, 62, 310, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 414, 416, 417, 418, 424

SNMPトラップ 424
アラート 424
アラートのイネーブル化 414
アンチウイルススキャンなしで使用 408
アンチウイルス隔離 409
スキップ 310
バイパスされたファイル拡張子 418
メッセージの再評価 409, 410
メッセージ変更レベルのしきい値の設定 418
ルールの更新 416
隔離レベルのしきい値の設定 417
定義済みのアウトブレイクルール 405
定義済みのアダプティブルール 405
適応型スキャン（Adaptive Scanning） 414
複数のスコア 408
messagesOutbreakフィルタの変更 404
メッセージ変更 404

コンテキスト適応スキャンエンジンアウトブレイク

フィルタ 402
CASE 402

メッセージの遅延 403
リンクのリダイレクト 403
ルール 406
概要 399
脅威カテゴリのアウトブレイクフィルタ 401
ウイルスアウトブレイク 401

常時ルール 407
非ウイルス性の脅威 401
評価キー 47, 62

アウトブレイクフィルタの評価キー 47, 62
アップグレード 988, 989, 1002

available 1002
GUI経由で取得 989
ストリーミング 988
ローカル（local） 988

アップデート 522
DLPエンジンと分類子 522

アップデートの強制 347
アドレスタギングキー 737
消去 737

アドレスタギングキーの削除 737
アドレスの一部 113, 152

HAT内 113
RATでの 152

アドレスの書き換え 691
アラート 414, 1008
アウトブレイクフィルタでのイネーブル化 414
重大度 1008

アラートメッセージ 41, 63
アラートリスト 1012
アラート設定 41, 63
アンチウイルス 334, 336, 337, 338, 339, 340, 652
ウイルスに感染 336
オリジナルメッセージのアーカイブ 337
カスタムアラート通知の送信 340
カスタムヘッダーの追加 339
スキャン不可（Unscannable） 336
デフォルト通知を送信 338
メッセージの件名の変更 338
メッセージ受信者の変更 339
暗号化 336
詳細オプション 336
代替送信ホストに送信 340
アクション 336
スキャンと修復 334
スキャンのみ 334
暗号化 336
添付ファイルをドロップ 334

アンチウイルスアーカイブログ 1105
アンチウイルス隔離。「隔離、ウイルス」を参照 891
アンチスパムアーカイブログ 1105
アンチスパムログ 1105

い

イメージスキャン 252
イメージのスキャン 252
イメージの判定 252
イメージ分析 252, 301, 310
インジェクション制御のカウンタリセット 139
インジェクション制御期間 139
インジェクタ 53
リスナーを参照 53

インポート 642
テキストリソース 642

う

ウィザード 38, 48
Active Directory 48
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ウィザード (続き)
システムセットアップ 38

ウイルスメッセージ 837
ウイルス隔離。「隔離」を参照 891
ウイルス。 891

え

エクスポート 642
テキストリソース 642

エンタープライズゲートウェイ 65
エンタープライズゲートウェイ構成 96
エンドユーザ隔離 928
スパム隔離、エンドユーザアクセスを参照 928

エンベロープ受信者 183
エンベロープ受信者、書き換え 691
エンベロープ送信者 183
エンベロープ送信者の DNS検証 141

お

オーバーフロー 409
オープンリレー、定義 151
オフセットの指定 1039

か

カスタム SMTP応答 143
変数（variable） 143

カスタムヘッダー 375
カスタムユーザロールのアクセス権限 947
カテゴリ 445

news 445
SaaSおよび B2B（SaaS and B2B） 445
Webページ翻訳（Web Page Translation） 445
Webホスティング（Web Hosting） 445
Webメール（Web-Based Email） 445
アダルト（Adult） 445
アドバタイズメント（Advertisements） 445
アルコール（Alcohol） 445
インターネット電話（Internet Telephony） 445
インフラストラクチャおよびコンテンツ配信ネット

ワーク（Infrastructure and Content Delivery
Networks） 445
エンターテイメント（Entertainment） 445

カテゴリ (続き)
オークション（Auctions） 445
オンラインコミュニティ（Online Communities） 445
オンラインストレージおよびバックアップ（Online
Storage and Backup） 445
オンライントレード（Online Trading） 445
ギャンブル（Gambling） 445
ゲーム（Games） 445
コンピュータセキュリティ（Computer Security） 445
コンピュータおよびインターネット（Computers and
Internet） 445
ショッピング（Shopping） 445
ストリーミングオーディオ（Streaming Audio） 445
ストリーミングビデオ（Streaming Video） 445
スポーツおよびレクリエーション（Sports and
Recreation） 445
ソーシャルネットワーキング（SocialNetworking） 445
ソフトウェアアップデート 445
ダイナミックおよびレジデンシャル（Dynamic and
Residential） 445
タバコ（Tobacco） 445
チャットおよびインスタントメッセージ（Chat and
Instant Messaging） 445
デジタルポストカード（Digital Postcards） 445
パークドメイン（Parked Domains） 445
ハッキング（Hacking） 445
ピアファイル転送（Peer File Transfer） 445
ビジネスおよび産業（Business and Industry） 445
ファイル転送サービス（File Transfer Services） 445
ファッション（Fashion） 445
フィルタリング回避（Filter Avoidance） 445
フリーウェアおよびシェアウェア（Freeware and
Shareware） 445
プロフェッショナルネットワーキング（Professional
Networking） 445
ヘイトスピーチ（Hate Speech） 445
ポルノ（Pornography） 445
ユーモア（Humor） 445
違法ダウンロード（Illegal Downloads） 445
違法ドラッグ（Illegal Drugs） 445
違法行為（Illegal Activities） 445
飲食（Dining and Drinking） 445
下着および水着（Lingerie and Swimsuits） 445
科学技術（Science and Technology） 445
過激（Extreme） 445
求職（Job Search） 445
教育（Education） 445
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カテゴリ (続き)
業務用電子メール（Organizational Email） 445
金融（Finance） 445
携帯電話 445
芸術（arts） 445
健康および栄養（Health and Nutrition） 445
検索エンジンおよびポータル（Search Engines and
Portals） 445
個人サイト（Personal Sites） 445
参照 445
子供向け（Safe for Kids） 445
児童虐待コンテンツ（Child Abuse Content） 445
自然（Nature） 445
写真検索および画像（Photo Searches and Images） 445
社会および文化（Society and Culture） 445
社会科学（Social Science） 445
宗教（Religion） 445
出会い系（Dating） 445
乗り物（Transportation） 445
性教育（Sex Education） 445
性的でないヌード（Non-Sexual Nudity） 445
政治（Politics） 445
政府および法律（Government and Law） 445
占星術（Astrology） 445
非政府組織（Non-Governmental Organizations） 445
不正および盗用（Cheating and Plagiarism） 445
不動産（Real Estate） 445
武器（Weapons） 445
宝くじ（Lotteries） 445
未分類（Unclassified） 445
旅行（Travel） 445

き

キーサイズ 588
キュー 81

く

クエリー 777, 779, 780, 782, 792, 800, 805
SMTP認証 792
グループ 782
スパム隔離エイリアス統合 805
マスカレード 780
ルーティング 779

クエリー (続き)
外部認証 800
受け入れ 777

グッドネイバーテーブル 679
クラウド内のファイル分析結果の詳細を得るためにアプラ

イアンスをグループ化する 475
クラスタ 432
グラフ 1086
グラフィカルユーザインターフェイス 17
「GUI」を参照 17

グローバルカウンタ 1063

け

ゲージ 1049

こ

コード本体> 81, 1053, 1054, 1057, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 
1067, 1068, 1069, 1070, 1071
コールアヘッド SMTPサーバ 657, 665
ルーティング 665

このマニュアルに関するフィードバック、送信 14
コミュニティストリング 1073
コンテンツスキャナ 249
コンテンツフィルタ 301, 310, 317, 323, 891, 1282, 1284, 1287

non-ascii character sets 1287
非 ASCII文字セット 323
例 1282, 1284
アクション 310
条件 301
変数 317
例 1282, 1284

コンテンツフィルタによる阻止 837
コンテンツ照合分類子 502

さ

サードパーティリレー 151
サブネット 42

し

しきい値、SenderBaseレピュテーションスコアの 116
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システムクロック 41, 63
システムセットアップウィザード 38
システムログ 1105
システム時刻 41, 63
設定 41, 63

システム隔離。「隔離、ポリシー、ウイルス、およびアウ

トブレイク」を参照 891
システム容量 862, 863, 864
システムの負荷レポート 863
メモリページスワップ 864
ワークキューページ 862

シリアル接続のピン割り当て 30, 1262

す

スキャン可能なアーカイブファイルのタイプ 189
スケジュール設定されたログロールオーバー 1159
ステートレスログ 1122
ストリーミングアップグレード 988
スパム 382
テスト 382

スパムメッセージ 837
スパム隔離 912, 925, 927, 928, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 1246

IMAP/POP認証 927
LDAP認証 927
すべてのメッセージの削除 936, 937
メッセージの詳細 935
メッセージ変数 931
リリースされたメッセージと電子メールパイプライ

ン 936
通知のテスト 933
複数の通知の受信 932
エイリアス統合 932
エンドユーザアクセス 928
エンドユーザアクセス 925
ローカル（local） 912
外部 912, 1246
通知 931
無効化 937

スパム隔離内の全メッセージの削除 936
スパム対策 94, 328, 352, 364, 366, 382

IronPortスパム対策 352
アプライアンスによって生成されたメッセージのス

キャン 366
デフォルトのスキャンエンジンの選択 364
誤検出および検出漏れのレポート 366

スパム対策 (続き)
複数のスキャンエンジンの使用 328
HATパラメータ 94
テスト 382

せ

セーフリスト/ブロックリスト 917, 918, 919, 923, 924
外部スパム隔離 919
workqueue 917
インポートとエクスポート 923
トラブルシューティング 924
バックアップと復元 923
管理 919
有効化 918

セキュア HTTP（https） 667
セキュアソケットレイヤ（SSL） 667
セキュアでないリレー 151

た

タイムサーバ 41, 63
タイムゾーン 1039
ダブル DNSで検証済み 843
ダミーアカウント 104

ち

チェーンクエリー 788
作成 788

て

ディレクトリハーベスト攻撃（DHA） 789
データ損失防止 891
テキストリソース 640, 642, 643, 644

HTMLベース 643
HTMLリソースへのエクスポートおよびインポート 643
インポート 642
エクスポート 642
コードビュー 643
ポリシーおよび設定での使用 644
管理 640
免責事項 644
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テスト 345, 382
IronPortスパム対策 382
Sophosウイルスエンジン 345

デフォルト DNSサーバ 1035
デフォルトルータ 42
デモ証明書 53
デュアル DKIMおよび DomainKey署名 592

と

ドメインキー 585, 586, 588, 597
確認 585
署名キーサイズ 588
署名キーのインポート 597
署名の検証 586

ドメインプロファイル 600
すべての既存のプロファイルの削除 600
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