
はじめに

この章は、次の項で構成されています。

•今回のリリースでの新機能（1ページ）
• Ciscoコンテンツセキュリティ管理の概要（4ページ）

今回のリリースでの新機能
ここでは、AsyncOS for Cisco Content Security Managementのこのリリースにおける新機能と拡
張機能について説明します。リリースの詳細については、次の URLにある製品リリースノー
トを参照してください。

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

アップグレードする場合、以前のリリースとこのリリースの間の他のリリースのリリースノー

トも確認する必要があります。これは、これらのリリースで追加された機能および拡張機能を

確認するためです。

表 1 : AsyncOS 11.5.1の新機能

説明機能

Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスでは、
現在、Webトラフィックタップポリシーを設定できます。
Webトラフィックタップポリシーは、Webセキュリティ
アプライアンスを通過するどのWebトラフィックをタップ
するかに基づいて、定義できます。

セキュリティ管理アプライアンスでWebトラフィックタッ
プポリシーを設定するには、Webセキュリティアプライ
アンスでWebトラフィックタップ機能を有効にする必要
があります。

Webトラフィックタップポリ
シー
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表 2 : AsyncOS 11.5の新機能

説明機能

AsyncOS 11.1 for Cisco Eメールセキュリティアプライア
ンスの次の新機能では、メッセージトラッキングがサポー

トされます。

• URLフィルタリング、AMPエンジン、およびコンテ
ンツスキャナでスキャンできないメッセージの処理

（HandlingUnscannableMessages for URL Filtering, AMP
Engine and Content Scanner） -メッセージトラッキン
グを使用して、URLフィルタリング、AMPエンジ
ン、およびコンテンツスキャナによってスキャンさ

れないメッセージのログエントリ、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表示できま

す。

•短縮 URLの URLフィルタリングサポート（URL
Filtering Support for Shortened URLs） -メッセージト
ラッキングを使用して、短縮 URLがスキャンされた
メッセージのログエントリと、そのようなメッセー

ジに対する適切なアクションを表示できます。

•添付ファイルのURLスキャンのサポート（Support for
URL Scanning in Attachments） -メッセージトラッキ
ングを使用して、添付ファイル内の URLがスキャン
されたメッセージのログエントリと、そのようなメッ

セージに対する適切なアクションを表示できます。

AsyncOS 11.1 for Cisco Eメールセ
キュリティアプライアンスの新機

能のメッセージトラッキングサ

ポート

メッセージトラッキングを使用して、ファイル分析後に

ファイル内に動的コンテンツが検出されず、低リスクとし

て分類されたファイルを含むメッセージを検索できます。

メッセージトラッキングの [詳細（Advanced）]セクショ
ンの [メッセージイベント（Message Event）]オプション
で、[低リスク（Low Risk）]を使用します。

詳細については、メールメッセージのトラッキングを参

照してください。

メッセージが低リスク判定の場合

のメッセージトラッキングの詳細
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説明機能

CLIで diagnostic > servicesサブコマンドを使用して、

以下を実行できます。

•アプライアンスで有効になっているサービスを再起動
します。アプライアンスを再起動する必要はありませ

ん。

•アプライアンスで有効になっているサービスのステー
タスを表示します。

詳細については、一般的な管理タスクを参照してくださ

い。

アプライアンスで有効になってい

るサービスを再起動し、ステータ

スを表示します。

AsyncOS 11.5 for Cisco Webセキュリティアプライアンス
の次の新機能でレポートがサポートされます。

ユーザ数（User Count）。このレポートを使用して次の詳
細を表示します。

• Webセキュリティアプライアンスの認証されたユー
ザと認証されていないユーザの合計数。

•直近の過去 30日間、90日間、および 180日間のユ
ニークユーザ数。

[ユーザ数レポート（User Count Report）]（Web）を参照
してください。

AsyncOS 11.5 for Cisco Webセキュ
リティアプライアンスの新機能の

サポート

Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスが、ポ
リシーの有効期限機能をサポートするようになりました。

アクセスおよび復号ポリシーの有効期限を設定できます。

設定した有効期限を越えると、ポリシーは自動的に無効に

なります。有効期限の3日前と、有効期限の当日にアラー
トを受信します。

ポリシーの有効期限機能はアクセスおよび復号ポリシーの

みに適用されます。

スケジュール設定されたポリシー

の有効期限のサポート
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説明機能

[高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）]
レポートページには、次の拡張機能が追加されています

•新しいセクション - [カテゴリ別のマルウェアファイ
ル（Malware Files by Category）]は、AMP for Endpoints
コンソールから受信し、ブラックリストに追加された

ファイル SHAの割合を表示します。

• AMP for Endpointsコンソールから取得されるブラッ
クリストに追加されたファイル SHAの脅威名は、レ
ポートの [マルウェア脅威ファイル（Malware Threat
Files）]セクションで [シンプルカスタム検出（Simple
Custom Detection）]として表示されます。

•レポートの [詳細（More Details）]セクションでリン
クをクリックすると、AMP for Endpointsコンソール
でのブラックリスト追加ファイル SHAのファイルト
ラジェクトリ詳細を表示できます。

•新しい判定 -ファイルの分析後に、ファイルに動的な
コンテンツが存在しないときの新しい判定 [低リスク
（Low Risk）]が導入されました。判定の詳細は、レ
ポートの[AMPにより渡された受信ファイル（Incoming
Files Handed by AMP）]セクションに表示されます。

[高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーション）
（Advanced Malware Protection (File Reputation)）]および
[高度なマルウェア防御（ファイル分析）（Advanced
Malware Protection (File Analysis)）]レポートページを参照
してください。

[高度なマルウェア防御（Advanced
Malware Protection）]レポートの
拡張機能

Ciscoコンテンツセキュリティ管理の概要
AsyncOS for Cisco Content Security Managementには次の機能が統合されています。

•外部スパム隔離：エンドユーザ向けのスパムメッセージおよび疑わしいスパムメッセー
ジを保持しており、エンドユーザおよび管理者は、スパムとフラグ付けされたメッセージ

をレビューしてから最終的な決定を下すことができます。

•集約ポリシー（Centralized Policy）、ウイルス（Virus）、アウトブレイク隔離（Outbreak
Quarantines）：これらの隔離および隔離内に隔離されたメッセージを複数の Eメールセ
キュリティアプライアンスから管理するための単一のインターフェイスを提供します。隔

離されたメッセージをファイアウォールの背後に保存できます。
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•中央集中型レポーティング（Centralized reporting）：複数の EメールおよびWebセキュリ
ティアプライアンスからの集約データに関するレポートを実行します。個別アプライアン

スで使用できる同じレポーティング機能を、セキュリティ管理アプライアンスでも使用で

きます。また、セキュリティ管理アプライアンスでのみ使用できる、Webセキュリティ
の拡張レポートがいくつかあります。

•中央集中型トラッキング（Centralized tracking）：単一のインターフェイスを使用して、電
子メールメッセージを追跡すること、および複数の EメールおよびWebセキュリティア
プライアンスにより処理されたWebトランザクションを追跡することができます。

• Webセキュリティアプライアンスの中央集中型構成管理（Centralized Configuration
Management for Web Security appliances）：簡易性および一貫性のため、複数のWebセキュ
リティアプライアンスを対象にポリシー定義とポリシー導入を管理します。

中央集中型の電子メール管理、または Eメールセキュリティア
プライアンスの「クラスタリング」にセキュリティ管理アプライ

アンスは含まれません。

（注）

•データのバックアップ（Backupofdata）：レポーティングデータ、トラッキングデータ、
隔離されたメッセージ、安全な送信者とブロックされた送信者のリストなど、セキュリ

ティ管理アプライアンスのデータをバックアップします。

1台のセキュリティ管理アプライアンスからのセキュリティ操作を調整することも、複数のア
プライアンス間に負荷を分散させることもできます。
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