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検疫

検疫とは、メッセージを保管し、処理するために使用される特別なキューまたは

リポジトリです。IronPort AsyncOS では、着信または発信のメッセージを 2 種
類の検疫（「システム」と「IronPort スパム」）のうちのいずれかに入れることが

できます。

検疫エリア内のメッセージは、配信または削除ができます。検疫は、作成、変

更、および削除できます。検疫にはユーザを関連付けられます。それぞれの検疫

の内容を表示したり、検疫エリア内に特定のメッセージがないか検索したり、

メッセージのコピーを送信したりできます。

この章は、次の内容で構成されています。

• 「検疫の概要」（P.4-95）

• 「グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を使用したシステム検疫の

管理」（P.4-98）

• 「システム検疫内のメッセージの操作」（P.4-105）

• 「IronPort スパム検疫機能の設定」（P.4-120）

• 「セーフリストとブロックリストの利用」（P.4-147）

検疫の概要
メッセージが IronPort アプライアンスによって処理されるとき、さまざまなア

クションが適用されます。フィルタがメッセージに適用されたり、スパムまたは

ウイルスがないかメッセージがスキャンされたり、ウイルス感染フィルタ機能に

よってメッセージがスキャンされたりします。これらのアクションにより、設定

に従ってメッセージを検疫できます。
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検疫の概要
検疫の種類

IronPort スパム検疫は、エンド ユーザ宛のスパムまたはその疑いのあるメッ

セージを保管するために使用される特別な種類の検疫です。エンド ユーザとは

メール ユーザのことであり、AsyncOS の外部に存在します。IronPort スパム検

疫はローカルに設置して、IronPort アプライアンス上に保管できます。また、

メッセージを外部の IronPort スパム検疫に送信して、別の IronPort アプライア

ンス上に保管することもできます。IronPort スパム検疫には、AsyncOS 管理者

およびエンド ユーザ（AsyncOS ユーザではない）のどちらからもアクセスでき

ます。

システム検疫（前のバージョンから変更なし）は、AsyncOS によって実施され

るさまざまなアクション（フィルタリング、アンチウイルス スキャン、ウイル

ス感染フィルタなど）に基づいてメッセージを保管するために使用されます。

システム検疫

通常、メッセージはフィルタ アクションによってシステム検疫に入れられます。

さらに、ウイルス感染フィルタ機能により、不審なメッセージは Outbreak 検疫

に検疫されます。システム検疫は、メッセージを自動的に処理するように設定さ

れています。つまり、メッセージは、送信先の検疫の設定（詳細については、

「システム検疫の設定」（P.4-99）を参照）に基づいて配信または削除されます。

自動化されたプロセスの他に、指定されたユーザ（メール管理者、人事担当部

門、法務部門など）が検疫された内容を確認し、各メッセージの解放、削除、ま

たはコピーの送信を実行することもできます。解放されたメッセージは、ウイル

スに感染されていないかスキャンされます（その特定のメール ポリシーに対し

てアンチウイルスがイネーブルになっている場合）。

システム検疫は、次の目的に適しています。

• ポリシーの実施：メッセージが配信される前に、人事部門または法務部門が

それらに不快な情報や秘密情報が含まれていないか確認します。

• Virus 検疫：アンチウイルス スキャン エンジンによってスキャン不可能と

マークされたメッセージ（または暗号化メッセージや感染メッセージなど）

を保管します。
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検疫の概要
• ウイルス感染フィルタ機能のための基盤の提供：ウイルス拡散防止フィルタ

機能によってフラグが設定されているメッセージを、ウイルス アップデー

トがリリースされるまで保管します。ウイルス感染フィルタ機能の詳細につ

いては、『Cisco IronPort AsyncOS for Email Configuration Guide』の

「Virus Outbreak Filters」を参照してください。

IronPort アプライアンスには、ライセンスされている機能に応じていくつかの検

疫が事前に設定されます。なお、Policy 検疫は、ライセンスに関係なくデフォル

トで作成されます。

• Outbreak：ウイルス感染フィルタ機能によって使用される検疫です。ウイル

ス感染フィルタ機能ライセンス キーが有効化されている場合に作成されま

す。

• Virus：アンチウイルス エンジンによって使用される検疫です。アンチウイ

ルス ライセンス キーが有効化されている場合に作成されます。

• Policy：デフォルトの検疫です（たとえば、確認を必要とするメッセージを

保管するためにこの検疫を使用します）。

その他の検疫を追加、変更、削除する方法の詳細については、「グラフィカル 
ユーザ インターフェイス（GUI）を使用したシステム検疫の管理」（P.4-98）を

参照してください。

システム検疫に対するアクセスおよび操作には、Graphical User Interface
（GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス）または Command Line Interface
（CLI; コマンドライン インターフェイス）の quarantineconfig コマンドを使用

します。

（注） システム検疫用の Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェ

イス）では、GUI で使用可能な機能の一部が提供されます（『Cisco IronPort 
AsyncOS CLI Reference Guide』を参照）。

IronPort スパム検疫

AsyncOS は、スパムおよびその疑いのあるものを IronPort スパム検疫に送信す

るように設定できます。また、スパムおよびその疑いのあるメッセージが検疫さ

れたことをユーザに通知する電子メールを送信するように、システムを設定する

こともできます。この通知には、IronPort スパム検疫に現在入っているそのユー

ザ宛のメッセージの要約が含まれます。ユーザは、メッセージを確認し、それら

を自分の受信箱に配信するか、それとも削除するかを決定できます。また、検疫
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グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を使用したシステム検疫の管理
されているメッセージ全体を検索することもできます。ユーザはこの通知を利用

して検疫にアクセスできますが、Web ブラウザから直接アクセスすることもで

きます（この場合は認証が必要です。「エンド ユーザ検疫へのアクセスの設定」

（P.4-128）を参照）。

システムは、自己メンテナンスするように設定できます。つまり、検疫のスペー

スを使い果たすことがないように、定期的に IronPort スパム検疫からメールを

自動削除します。IronPort スパム検疫は、エンド ユーザ宛のスパムおよびその

疑いのあるメッセージを保管することを目的として使用されます。

IronPort スパム検疫の詳細については、「IronPort スパム検疫内のメッセージの

管理」（P.4-144）を参照してください。

グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を
使用したシステム検疫の管理

Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス）にログ

インし、[Monitor] タブをクリックします（GUI にアクセスする方法の詳細につ

いては、『Cisco IronPort AsyncOS for Email Configuration Guide』の

「Overview」を参照してください）。左側のメニューの [Quarantines] セクション

内にある [Quarantines] リンクをクリックします。

図 4-1 [Quarantines] ページ

[Quarantines] ページには、すべての検疫について、それぞれに保管されている

メッセージの数、デフォルト アクション（保存期間、およびその後の削除また

は解放の 終アクション）、使用率などの情報が表示されます。各設定（サイズ、
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グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を使用したシステム検疫の管理
保存期間、デフォルト アクション、オーバーフロー メッセージの処理方法、お

よび検疫に関連付けられているユーザ）は、[Edit] リンクを使用して編集できま

す（詳細については、「システム検疫の設定」（P.4-99）を参照してください）。

また、関連するセキュリティ サービス（Virus 検疫の場合はアンチウイルス ス
キャン、Outbreak 検疫の場合はウイルス感染フィルタ）がイネーブルにされて

いるかどうか、各検疫の内容が現在使用可能かどうかなど、検疫のステータスも

表示されます。

アプライアンス上で IronPort スパム検疫がイネーブルにされている場合は、

IronPort スパム検疫も検疫のリストに表示されることに注意してください。この

検疫はエンド ユーザ検疫です。エンド ユーザ検疫の使用方法の詳細については、

「IronPort スパム検疫機能の設定」（P.4-120）を参照してください。

システム検疫の設定

検疫には、検疫設定に基づいてメッセージを処理する自動化されたプロセスが組

み込まれています。検疫の日々の動作を決定するために、複数の設定が使用され

ます（スペース割り当て、保存期間、デフォルト アクション、オーバーフロー 
メッセージ、およびユーザ）。設定を変更した場合は、[Submit] ボタンをクリッ

クし、必要に応じて省略可能なコメントを追加し、[Commit Changes] をクリッ

クして変更を保存します。

システム検疫用のスペースの割り当て

システム検疫は IronPort アプライアンス自体に作成されるので、システム検疫

に使用できるスペースは限られます。新しい検疫に使用可能なスペースは、

[Manage Quarantines] ページに表示されます。検疫エリアのサイズが割り当てら

れているスペースに達すると、メッセージは検疫エリアから強制的に削除されま

す。詳細については、「システム検疫の設定」（P.4-99）を参照してください。

表 4-1 IronPort アプライアンス上で検疫に使用可能なスペース

IronPort アプライアンス 記憶域 ウイルス感染フィルタの記憶域 *

X1050/1060/1070 10 GB 3 GB

C650/660/670 10 GB 3 GB

C350/360/370 4 GB 2 GB

C150/160 2.5 GB 1 GB
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グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を使用したシステム検疫の管理
* ウイルス感染フィルタ機能をライセンスした場合の追加スペース

1 つの検疫の 小サイズは 250 MB です。

保存期間 

保存期間とは、メッセージを検疫エリア内に保持する時間の長さです。検疫エリ

ア内のメッセージは、その保存期間が経過すると、デフォルト アクション（「デ

フォルト アクション」（P.4-100）を参照）が実行されます。各メッセージには、

それぞれ独自の有効期限があり、検疫のリストに表示されます。

メッセージは、メール管理者（または他のユーザ）によって手動で処理される

か、検疫に設定されたサイズ制限に達しない限り、指定された時間が経過するま

で保管されます（通常の期限切れ）。サイズ制限に達すると、古いメッセージか

ら処理されます（早期の期限切れ）。検疫エリアのサイズがサイズ制限未満に戻

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; 先入れ先出し）です。検疫エリアのサイズ

制限の指定方法の詳細については、「システム検疫の作成」（P.4-102）を参照し

てください。

メッセージの有効期限は、各種検疫のリスト内で [Select Action] メニューを使

用して遅らせる（延長させる）ことができます。メッセージの有効期限を遅らせ

ることは、スケジュールされた有効期限を越えて検疫エリア内の特定のメッセー

ジを保持する必要がある場合に役立ちます（たとえば、管理者がメッセージを確

認する時間を確保したり、特定のアンチウイルス IDE が公開されるまで延長し

たりします）。

デフォルト アクション

デフォルト アクションとは、次の 2 つの状況のいずれかが起こったときに、検

疫エリア内のメッセージに対して実行されるアクションのことです。

• 通常の期限切れ：検疫エリア内のメッセージが保存期間を満了する場合です

（「保存期間」（P.4-100）を参照）。

• 早期の期限切れ：検疫エリアのサイズ制限に達してメッセージが検疫エリア

から強制的に削除される場合です。検疫エリアのサイズ制限を設定する方法

の詳細については、「システム検疫の作成」（P.4-102）を参照してください。

キューが満杯状態のため検疫エリアから解放されるメッセージ（早期の期限

切れ）に対しては、他の操作を実行することもできます。詳細については、

「[Overflow Messages]」（P.4-101）を参照してください。

デフォルト アクションは 2 つあります。
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• Delete：メッセージが削除されます。

• Release：メッセージが解放されて配信されます。解放時、メッセージは、

その特定のメール ポリシーに対してアンチウイルスがイネーブルになって

いれば、ウイルスに感染していないか再スキャンされます。ウイルス ス
キャンおよび検疫エリアから解放されるメッセージの詳細については、「シ

ステム検疫とウイルス スキャン」（P.4-117）を参照してください。

（注） 検疫されたメッセージのリスト内では、これら 2 つのデフォルト アクションに

加え、第 3 のメッセージ アクション（Delay Exit）を [Select Action] メニューか

ら利用できます。

[Overflow Messages]

[Overflow Messages] セクションは、メッセージがオーバーフローによって検疫

エリアから解放されるとき、それらをどのように処理するかを指定するために使

用します。これらの設定には、件名のタグ付け、X-Header の追加、添付ファイ

ルの削除などがあります。

件名のタグ付け

キューが満杯状態のため検疫エリアから解放または削除されるメッセージには

（早期の期限切れのみ）、検疫を編集または作成した際に指定したテキストでそれ

らの件名にタグを付けられます。

タグは、ユーザ定義の文字列であり、元の件名ヘッダーの前または後ろに追加で

きます。

（注） 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。

X-Header の追加

キューが満杯状態のため検疫エリアから解放または削除されるメッセージには

（早期の期限切れのみ）、X-Header を追加できます。

X-Header の名前および値を指定します。
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添付ファイルの削除

キューが満杯状態のため検疫エリアから解放または削除されるメッセージに対し

（早期の期限切れのみ）、それらに付属する添付ファイルを削除できます。これ

は、ウイルスに感染したファイルが検疫エリアから解放される可能性を低減する

ために使用できます。

ユーザおよびユーザ グループ

Administrators グループに属するユーザは、デフォルトで検疫にアクセスできま

す。Operators、Guests、Read-Only Operators、および Help Desk Users グルー

プに属するユーザは、検疫に割り当てできますが（それにより、検疫エリア内の

メッセージの表示、処理、検索が可能になります）、検疫の設定（サイズ、保存

期間など）を変更したり、検疫を作成または削除したりできません。

システム検疫の作成

新しいシステム検疫を作成してメッセージを保管できます。検疫を設定するため

の基本的なワークフローは次のとおりです。

1. 検疫にアクセスするローカル ユーザを作成します。検疫のユーザ リストに

は、Administrators 以外のすべてのユーザ グループ内のローカル ユーザが

入ります。Administrators グループ内のユーザは、常に検疫に対してすべて

のアクセス権限を持ちます。詳細については、「ユーザの追加」（P.8-333）
を参照してください。また、IronPort アプライアンスが外部ディレクトリを

使用してユーザを認証し、検疫にアクセスできるユーザ グループを選択で

きるようにすることもできます。詳細については、「外部認証」（P.8-340）
を参照してください。

2. 後述の手順に従って、検疫を作成します。

3. メッセージを検疫エリアに移動するフィルタを作成します。フィルタの作成

方法の詳細については、『Cisco IronPort AsyncOS for Email Configuration 
Guide』の「Email Security Manager」および『Cisco IronPort AsyncOS for 
Email Advanced Configuration Guide』の「Using Message Filters to 
Enforce Email Policies」を参照してください。

システム検疫を作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Quarantines] ページで [Add Quarantine] をクリックします。[Add Quarantine] 
ページが表示されます。
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ステップ 2 検疫の名前を入力します。

ステップ 3 検疫に割り当てるスペース（単位は MB）を指定します。詳細については、「シ

ステム検疫用のスペースの割り当て」（P.4-99）を参照してください。

ステップ 4 保存期間（メッセージに対してデフォルト アクションが実行される前にメッ

セージを保持する時間）を選択します。詳細については、「保存期間」（P.4-100）
を参照してください。

ステップ 5 デフォルト アクションを選択します（[Delete] または [Release]）。

ステップ 6 検疫によって処理されるメッセージの件名を変更する場合は、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。詳細については、「件名のタグ付け」（P.4-101）を参照してく

ださい。

ステップ 7 X-Header を追加する場合は、名前と値を入力します。詳細については、

「X-Header の追加」（P.4-101）を参照してください。

ステップ 8 オーバーフローのためファイルが検疫エリアから解放されるとき（早期の解放）、

そのファイルの添付ファイルを削除する場合は、[On] を選択します。詳細につ

いては、「添付ファイルの削除」（P.4-102）を参照してください。

ステップ 9 この検疫に関連付けるユーザを、ユーザ名をクリックして選択します。複数の

ユーザを選択する場合は、Ctrl キーを押した状態でクリックします。検疫のユー

ザ リストには、Administrators 以外のすべてのユーザ グループ内のローカル 
ユーザが入ります。Administrators グループ内のユーザは、常に検疫に対してす

べてのアクセス権限を持ちます。詳細については、「ユーザおよびユーザ グルー

プ」（P.4-102）を参照してください。ユーザがまだ 1 つも作成されていない場合

は、警告が表示されます。

ステップ 10 必要に応じて、検疫に関連付ける外部認証ユーザのユーザ ロールに関する

チェックボックスをオンにします。外部認証ユーザは、集中管理された認証シス

テムを使用して IronPort アプライアンスにより認証されます。詳細については、

「外部認証」（P.8-340）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。

システム検疫の編集

検疫を編集できるのは、Administrators グループに属するユーザだけです。

既存の検疫を編集するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 変更する検疫に対して [Settings] カラム内の [Edit] リンクをクリックします。

[Edit Quarantine] ページが表示されます。

図 4-2 システム検疫の編集

ステップ 2 検疫の設定を変更します。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

システム検疫の削除

既存の検疫を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Edit Quarantine] ページ内の [Delete Quarantine] リンクをクリックします。
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図 4-3 システム検疫の削除

ステップ 2  確認メッセージが表示されます。

図 4-4 システム検疫の削除の確認

ステップ 3 [Delete] をクリックします。検疫が削除されます。

ステップ 4 変更を保存します。

システム検疫内のメッセージの操作
[Quarantine Overview] を使用して、検疫エリア内のメッセージを操作します。

検疫にアクセスできるユーザの場合、次の作業を実行できます。

• 検疫エリア内のメッセージの表示

• メッセージに対するメッセージ アクションの実行（メッセージの処理）

• メッセージの添付ファイルのダウンロード
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• 検疫エリア内のメッセージの検索

（注） ここで説明される機能は、GUI にのみ当てはまります。

システム検疫内のメッセージの表示

[Local Quarantine] ページを使用して、検疫エリア内にメッセージが入っている

かどうかを確認します。次の例では、Policy 検疫に 241 件のメッセージが入っ

ています。

図 4-5 ローカル検疫

検疫の名前をクリックして、検疫エリア内のメッセージを表示します。このペー

ジから、特定のメッセージを表示したり、1 つまたは複数のメッセージを処理し

たり、メッセージ全体を検索したりできます。

検疫エリア内のメッセージの処理

メッセージは、自動（通常または早期の期限切れ）または手動のいずれかで検疫

エリアから除去（配信または削除）できます。

手動でメッセージを処理する場合は、[Message Actions] ページからメッセージ

のメッセージ アクションを手動で選択します。

[Quarantine Overview] ページで検疫名をクリックして、検疫エリア内のメッ

セージを表示します。
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図 4-6 検疫エリア内のメッセージのリストの表示

検疫エリア内のすべてのメッセージが一覧表示されます。各メッセージには、宛

先、差出人、件名、受信日時、スケジュールされた保存期間の終了日時、サイ

ズ、および「他の検疫に含まれるかどうか」が表示されます。[Previous]、
[Next]、ページ番号、または二重矢印のリンクを使用して、リストの各ページを

移動できます。二重矢印を使用すると、リストの先頭（[<<]）または 後

（[>>]）のページに移動します。

あるメッセージが他の 1 つまたは複数の検疫エリア内にも存在している場合、そ

れらの検疫にアクセスできるかどうかに関係なく、そのメッセージの [In other 
quarantines] カラムに [Yes] が表示されます。詳細については、「マルチユーザ 
アクセスと複数の検疫エリア内のメッセージ」（P.4-115）を参照してください。

カラム見出しをクリックすることにより、そのカラムの内容の昇順または降順に

結果をソートします（[In other quarantines] カラムは除く）。

リストの左側にあるチェックボックスの列から対応するチェックボックスをク

リックすることにより、メッセージを選択できます。リストに現在表示されてい

るすべてのメッセージを選択するには、見出し内の [All] ボックスをマークしま

す（リストの一番上。先頭メッセージよりも上）。これは、現在表示されている

メッセージにだけ適用されることに注意してください。現在のページに表示され

ていないメッセージは影響を受けません。

リスト内で選択したすべてのメッセージに対してアクション（[Delete]、
[Release]、[Delay Scheduled Exit]）を適用できます。リストの下部にあるプル

ダウン メニューからアクションを選択し、[Submit] をクリックします。選択内

容を確認するダイアログボックスが表示されます。[Yes] をクリックして、マー

クされたすべてのメッセージに対してアクションを実行します。

Outbreak 検疫の [Manage Rule by Summary] リンクをクリックして、Outbreak 
検疫エリア内のメッセージをルールに従って処理します。詳細については、「ウ

イルス感染フィルタ機能と Outbreak 検疫」（P.4-118）を参照してください。
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検疫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 の符

号化）の文字が含まれる場合、[System Quarantine] ページでは、非 ASCII 文字

の件名行が復号化された形式で表示されます。

メッセージ アクション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、[Quarantined Message] 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。
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図 4-7 [Quarantined Message] ページ

[Quarantined Message] には、[Quarantine Details] と [Message Details] の 2 つ
のセクションがあります。
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[Quarantined Message] 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。

[Message Details] 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 初の 100 KB 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、 初の 100 KB 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。[Message Details] の
下部にある [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、メッセージの任意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。

（注） 特別な Outbreak 検疫の場合、追加の機能を利用できます。詳細については、「ウ

イルス感染フィルタ機能と Outbreak 検疫」（P.4-118）を参照してください。

一致した内容の表示

Attachment Content 条件、Message Body 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検疫理由とともに表

示されます。
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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

ル検疫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ともに）GUI で
表示されることがあります。GUI 表示は、内容の一致箇所を特定する際のガイ

ドラインとして使用されますが、内容の一致リストを正確に反映しているとは限

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 ルールとともに一覧表示するテーブルは正しく表示さ

れます。

[Message Parts] または [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。

[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することもできます。
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図 4-8 Policy 検疫エリア内で表示された一致内容

メッセージ アクションの選択

使用可能なアクションは、メッセージの削除、メッセージの解放、および有効期

限の延長の 3 種類あります。詳細については、「デフォルト アクション」

（P.4-100）を参照してください。

ステップ 1 対象となるメッセージのボックスをマークします。

ステップ 2 [Select Action] メニューからアクションを選択します。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。

（注） メッセージは、複数の検疫に入れられる場合があります。複数の検疫に属してい

るメッセージの処理方法の詳細については、「マルチユーザ アクセスと複数の検

疫エリア内のメッセージ」（P.4-115）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。
4-112
Cisco IronPort AsyncOS 7.3 for Email 日常管理ガイド

OL-23080-01-J



第 4 章      検疫

システム検疫内のメッセージの操作
メッセージのコピーを送信するには、[Send Copy To:] フィールドに電子メール 
アドレスを入力し、[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。

ウイルスの検査

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、[Start Test] 
をクリックします。アンチウイルス シグニチャが 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検疫を使用します。

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、[Quarantines] エリアの上に表示されます。

図 4-9 ウイルス スキャンの結果

添付ファイルのダウンロード

添付ファイルをダウンロードするには、[Matched Content] または [Message 
Parts] セクション内にある添付ファイルのファイル名をクリックします。

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。

システム検疫の検索

1 つまたは複数の特定のメッセージについて検疫を検索するには、次の手順を実

行します。

ステップ 1 [Quarantines] ページ内にある検疫の名前をクリックします。[Search 
Quarantine...] をクリックします。[Search Quarantine] ページが表示されます。
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図 4-10 検疫の検索

ステップ 2 検索基準を入力します。

– [Search in]：検索対象の検疫を選択します。

– [For messages received by]：タイム フレームを選択します。

– [Envelope Sender]：[contains]、[starts with]、[ends with]、[matches 
exactly]、またはそれらの「does not」版を選択し、テキストを入力し

ます。

– [Envelope Recipient(s)]：[contains]、[starts with]、[ends with]、
[matches exactly]、またはそれらの「does not」版を選択し、テキスト

を入力します。

– [Subject]：[contains]、[starts with]、[ends with]、[matches exactly]、
またはそれらの「does not」版を選択し、テキストを入力します。

– [Display]：1 ページに表示する行数を選択します。

（注） 実行される検索は「AND」検索です。検索フィールドに指定されたすべ

ての基準を満たす結果だけが返されます。たとえば、検索フィールドで 
[Envelope Recipient] と [Subject] を指定すると、[Envelope Recipient] 
に指定した項目と [Subject] に指定した項目の両方に一致するメッセー

ジだけが返されます。

ステップ 3 [Search] をクリックします。

ステップ 4 結果（指定されたすべての基準に一致するメッセージ）が表示されます。
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これらの検索結果は、検疫のリストを使用するのと同様に使用できます。また、

検索結果のリストは、スケジュールされた保存期間の終了日時で並べ替えること

もできます。詳細については、「検疫エリア内のメッセージの処理」（P.4-106）
を参照してください。

マルチユーザ アクセスとシステム検疫

AsyncOS では、検疫管理の委任がサポートされており、Operators グループおよ

び Guests グループのユーザを指定して、検疫エリア内のメッセージを処理して

もらうことができます。

次の例を参考にしてください。

• 人事部門のチームによる Policy 検疫の確認と管理

• 法務部門のチームによる Confidential Material 検疫の管理

検疫にアクセスできる Operator と Guest のユーザは、その検疫エリア内でメッ

セージを検索したり、その検疫エリアからメッセージを処理したり（解放と削除

のいずれかまたは両方）できます。

マルチユーザ アクセスの設定

検疫にユーザを追加するには、追加するユーザがすでに存在している必要があり

ます。ユーザの作成の詳細については、「ユーザの追加」（P.8-333）を参照して

ください。

各ユーザは、すべてまたは一部の検疫にアクセスできるようにすることも、まっ

たくアクセスできないようにすることもできます。検疫の閲覧を許可されていな

いユーザに対しては、GUI または CLI の検疫のリスト表示で、その検疫の存在

を示す記録は一切表示されません。

マルチユーザ アクセスと複数の検疫エリア内のメッセージ

複数の検疫エリア内に存在するメッセージは、すべての検疫エリアから解放され

なければ検疫からの解放が許可されないという意味で「保守的な」ポリシーで制

御されます。

1 つのメッセージが複数の検疫エリア内に存在する場合、検疫エリアからメッ

セージを解放しても、そのメッセージが配信されるとは限りません。メッセージ

は先に、自身が存在するすべての検疫エリアから解放される必要があります。
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複数の検疫エリア内に存在するメッセージは、特定の検疫エリアから削除されて

も、他の検疫エリア内には存在したままになります。この時点で他の検疫エリア

からメッセージを解放しても、そのメッセージは配信されません。

メッセージは複数の検疫エリアに存在できますが、そのメッセージを解放しよう

とするユーザはそれらの検疫の一部にしかアクセスできない場合があるため、次

のルールが適用されます。

• メッセージは、自身が存在するすべての検疫エリアから解放されるまで、ど

の検疫エリアからも解放されません。

• メッセージは、いずれかの検疫エリア内で削除済みとマークされると、他の

検疫エリアからも配信できなくなります。解放はできますが、配信されませ

ん。

したがって、メッセージが複数の検疫エリア内にキューイングされ、ユーザがそ

のうちの 1 つまたは複数の検疫にアクセスできない場合は、次のことが起こりま

す。

• ユーザは、ユーザがアクセスできる各検疫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。

• GUI は、ユーザがアクセスできる検疫のスケジュールされた保存期間の終

了日時のみを表示します（同じメッセージに対して、検疫ごとに別々の終了

日時が存在します）。

• GUI は、そのメッセージが他の検疫にも保管されているかどうかを表示し

ます。

図 4-11 検疫の検索

• ユーザは、そのメッセージを保管している他の検疫の名前を知らされませ

ん。

• メッセージの解放は、ユーザがアクセスできるキューにだけ効果がありま

す。

• ユーザがアクセスできない他の検疫エリアにもメッセージがキューイングさ

れている場合、残りの検疫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」解放されるまで）、

そのメッセージは変更されずに検疫エリア内に残ります。
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システム検疫とウイルス スキャン

検疫が行われたすべてのキューから配信に向けて解放されたメッセージは、配信

が許可される前に、ウイルスに感染していないかどうか再スキャンされます（そ

のメール ポリシーに対してアンチウイルスがイネーブルになっている場合）。

メッセージは、検疫エリアから解放されるとき、アンチウイルス エンジンに

よってウイルスに感染していないかどうかスキャンされます（アンチウイルスが

イネーブルになっている場合）。判定結果（CLEAN、VIRAL、
UNSCANNABLE など）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検疫されません。逆に、判定が異なると、その

メッセージは Virus 検疫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検疫

されない必要があります。再検疫されるとループ状態となり、そのメッセージは

検疫エリア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。

システム検疫とアラート

検疫エリアの容量が 75% 以上および 95% 以上になると、アラートが送信されま

す。このチェックは、メッセージが検疫エリアに入れられたときに実行されま

す。したがって、メッセージが Policy 検疫に追加されたとき、検疫エリアのサ

イズが指定容量の 75% 以上に増加すると、次のようなアラートが送信されます。

Warning: Quarantine "Policy" is 75% full

アラートの詳細については、『Cisco IronPort AsyncOS for Email Configuration 
Guide』の「System Administration」を参照してください。

システム検疫とロギング

AsyncOS により、検疫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)
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括弧内には、メッセージを検疫させたメッセージ フィルタまたはウイルス感染

フィルタ機能のルールが出力されます。メッセージが入れられる検疫ごとに独立

したログ エントリが生成されます。

また、AsyncOS により、検疫エリアから除去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) 

メッセージがすべての検疫エリアから除去され、完全に削除されるか、配信用に

スケジュールされると、それらのメッセージはシステムによって次のように個別

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 MID を持つ新しいメッセージ オブジェク

トがシステムによって作成されます。このことは、次のように「署名入り」の新

しい MID を伴う既存のログ 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 System Quarantine

ウイルス感染フィルタ機能と Outbreak 検疫

Outbreak 検疫は、ウイルス感染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。ウイルス感染フィルタ機能では、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、『Cisco 
IronPort AsyncOS for Email Configuration Guide』の「Virus Outbreak Filters」
を参照してください。

ウイルス感染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 
Outbreak 検疫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

メッセージの保存期間が終了して 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。

Outbreak 検疫は、他の検疫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できます。Outbreak 検疫に入れられたメッ

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。
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Outbreak 検疫には、他の検疫では使用できない追加の機能があります

（[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 
IronPort 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ソート

結果内のメッセージを並べ替えるオプション）。

アプライアンスに IronPort アンチスパム機能または Intelligent Multi-Scan 機能

が搭載されている場合、Outbreak 検疫から解放されるすべてのメッセージは、

それらの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アンチスパ

ム スキャン エンジンによりスキャンされます。

[Manage by Rule Summary] リンク

検疫リストで Outbreak 検疫の横にある [Manage by Rule Summary] リンクをク

リックして、[Manage by Rule Summary] 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、Outbreak 検疫から大量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、『Cisco IronPort AsyncOS for Email Configuration Guide』
の「Virus Outbreak Filters」を参照してください。

IronPort への送信

Outbreak 検疫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、

そのメッセージを IronPort に報告することもできます。これは、偽陽性を報告

する場合または不審なメッセージを IronPort に報告する場合に行います。

メッセージのコピーを IronPort に送信するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Message Details] ページで、[Send a Copy to IronPort Systems] ボックスをマー

クします。

図 4-12 検疫の検索

ステップ 2 [Send] をクリックします。メッセージのコピーが IronPort システムに送信され

ます。
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IronPort スパム検疫機能の設定
各 IronPort アプライアンスでは、IronPort アンチスパムがイネーブルになってい

る場合、ローカルの IronPort スパム検疫をイネーブルにすることができます。

また、各 IronPort アプライアンスは、外部の IronPort スパム検疫を参照するこ

ともできます。この検疫は、別の IronPort アプライアンス上で設定されます

（通常は M-Series アプライアンス。詳細については、『Cisco IronPort AsyncOS 
for Email Configuration Guide』の「The IronPort M-Series Security 
Management Appliance」を参照してください）。

なお、ローカルと外部の両方の IronPort スパム検疫がイネーブルになっている

場合、ローカルの IronPort スパム検疫が使用されます。

スパムまたはその疑いのあるメッセージを IronPort スパム検疫（ローカルまた

は外部）に送信するように、IronPort アプライアンスを設定するには、次の手順

に従います。

ステップ 1 外部の IronPort スパム検疫を追加するか（「外部の IronPort スパム検疫の設定」

（P.4-132）を参照）、ローカルの IronPort スパム検疫をイネーブルにして設定し

ます（「ローカルの IronPort スパム検疫の設定」（P.4-125）を参照）。ローカルの 
IronPort スパム検疫を設定する場合、検疫のアクセス /内容 /動作、通知、認証、

および AsyncOS ユーザ アクセスに関連した設定を指定できます。

ステップ 2 ローカルの IronPort スパム検疫を設定する場合は、IP インターフェイスを編集

し、IronPort スパム検疫の HTTP または HTTPS サービスをイネーブルにします

（「IP インターフェイス上での IronPort スパム検疫 HTTP/S サービスのイネーブ

ル化」（P.4-134）を参照）。IronPort スパム検疫の HTTP/S サービスをイネーブ

ルにすると、その検疫にアクセスできるようになります。

ステップ 3 ローカルの IronPort スパム検疫から外部の IronPort スパム検疫に移行する場合

は、アンチスパム設定を設定し、より短い有効期限を設定し、ローカル検疫内に

残っているすべてのメッセージを削除します（「ローカルの IronPort スパム検疫

から外部の検疫への移行」（P.4-122）を参照）。

ステップ 4 スパムまたはその疑いのあるメッセージ（または両方）を IronPort スパム検疫

に送信するように、ポリシーのアンチスパム スキャン オプションを設定します

（「メール ポリシーの IronPort スパム検疫のイネーブル化」（P.4-136）を参照）。

この手順は、スパムまたはその疑いのあるメッセージを検疫するように、システ

ムを実際に設定する場合のものです。

ステップ 5 「導入上の考慮事項」（P.4-137）を参照してください。この重要な項には、通知、

認証、関連する他の AsyncOS 機能の設定など、IronPort スパム検疫に関する追

加のガイダンスと情報が豊富に提供されています。
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ローカルの IronPort スパム検疫のイネーブル化とディセー
ブル化

ローカルの IronPort スパム検疫をイネーブルにすると、AsyncOS は、外部の 
IronPort スパム検疫が設定されても、ローカルの IronPort スパム検疫を使用しま

す。

ローカルの IronPort スパム検疫をイネーブルにするには、次の手順を実行しま

す。

ステップ 1 [Monitor] > [Quarantines] ページで、[Enable] をクリックします。

図 4-13 ローカルの IronPort スパム検疫のイネーブル化

ステップ 2 IronPort スパム検疫がイネーブルになります。IronPort スパム検疫が設定されて

いない場合は、[Edit IronPort Spam Quarantine] ページが表示されます（「ロー

カルの IronPort スパム検疫の設定」（P.4-125）を参照）。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

ローカルの IronPort スパム検疫のディセーブル化

ローカルの IronPort スパム検疫をディセーブルにするには、次の手順を実行し

ます（M-Series アプライアンス上では使用できません）。

ステップ 1 [Monitor] > [Quarantines] ページで、IronPort スパム検疫の [Settings] カラム内

の [Edit] をクリックします。

ステップ 2 [Spam Quarantine Settings] セクション内で、[Enable IronPort Spam Quarantine] 
のチェックボックスをオフにします。
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ステップ 3 変更を送信し、保存します。

ローカルの IronPort スパム検疫がディセーブルになっているとき、その検疫エ

リア内にメッセージが存在する場合は、[Quarantines] ページの [Delete All] リン

クを使用してすべてのメッセージを削除することもできます。

図 4-14 [Quarantines] ページの [Delete All] リンク

（注） [Delete All] リンクは、IronPort M-Series アプライアンス上では使用できませ

ん。M-Series アプライアンス上の IronPort スパム検疫からすべてのメッセージ

を取り除くには、その検疫エリアへのスパムの送信を停止し、検疫されている

メッセージが期限切れになるのを待ちます。

ディセーブルにされた IronPort スパム検疫とメール ポリシー

IronPort スパム検疫がディセーブルにされると、スパムまたはその疑いのある

メッセージを検疫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。

ローカルの IronPort スパム検疫から外部の検疫への移行

ローカルの IronPort C- または X-Series アプライアンス上で現在使用中のローカ

ルの IronPort スパム検疫を、そのローカル検疫内のメッセージにアクセスでき

るようにしたまま、IronPort M-series アプライアンスをホストとする外部の 
IronPort スパム検疫に移行する場合は、次の戦略の使用を検討します。
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• アンチスパム設定の設定：M-Series 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、ローカル検疫にアクセス可能なまま、新しいスパムは外部の検疫に送信

されます。

• より短い有効期限の設定：ローカル検疫に対して 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：ローカル検疫内に残っているすべて

のメッセージを削除するには、その検疫をディセーブルにし、ローカル検疫

のページで [Delete All] リンクをクリックします（「IronPort スパム検疫から

のメッセージの削除」（P.4-147）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 IronPort スパム検疫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、移行中に新しいメッセージがローカル検疫に入らないようにしながら、

ローカル検疫のディセーブル化と外部の検疫のイネーブル化をできるようになり

ます。

IronPort スパム検疫の設定

スパム検疫の設定

検疫サイズ、削除 /保存ポリシー、デフォルト言語、および IronPort 通知のイ

ネーブル化またはディセーブル化を設定します。デフォルトでは、ローカルの 
IronPort スパム検疫は自己管理型になっています。つまり、この検疫がイネーブ

ルになると、設定された期間後にスパムが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。IronPort スパム検疫の外観

および動作は、カスタム ロゴやログイン ページ メッセージの指定も含め、設定

およびカスタマイズできます。「ローカルの IronPort スパム検疫用のスパム検疫

設定」（P.4-125）を参照してください。

ローカルの IronPort スパム検疫内にあるメッセージを表示したり、操作したり

する AsyncOS Operator ユーザを指定します。AsyncOS に作成されたすべての 
Administrator レベルのユーザ（デフォルトの「admin」ユーザなど）は、

IronPort スパム検疫に対して自動的にアクセスおよび変更できるようになりま

す。Operator は、検疫の内容を表示できますが、検疫の設定を変更できない場

合があります。「IronPort スパム検疫の管理ユーザの設定」（P.4-127）を参照し

てください。
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IronPort スパム検疫へのアクセス

各エンド ユーザが IronPort スパム検疫内にある自分宛のメッセージを Web ブラ

ウザからじかにアクセスおよび管理することを許可します。アクセスを許可され

たユーザは、スパム通知を受信したかどうかに関係なく、検疫エリアからメッ

セージを表示、検索、解放、および削除できるようになります。メッセージ本文

を表示するか、非表示にするかを指定します。使用されるエンド ユーザ認証を

指定できます（LDAP、Active Directory、IMAP/POP、またはなし）。「エンド 
ユーザ検疫へのアクセスの設定」（P.4-128）を参照してください。「なし」を指

定すると、エンド ユーザは、通知メッセージに含まれるリンク経由でしか 
IronPort スパム検疫にアクセスできなくなり、認証は使用されなくなります

（ユーザ名とパスワードは必要ありません）。

スパム通知

通知とは、IronPort スパム検疫内にある各ユーザ宛の新しいスパム メッセージ

を要約したものです。スパム通知をイネーブルにし、その内容を設定します。ス

パム通知の内容には、差出人アドレス、件名、メッセージ本文、メッセージ形

式、バウンス アドレス、通知スケジュールなどがあります。IronPort スパム検

疫へのアクセスがイネーブルになっている場合、ユーザは、LDAP やメール

ボックスの認証を使用しなくても、通知によって自分宛の検疫されたメッセージ

にアクセスできるようになります。通知は、電子メールが検疫されている各エン

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）に送信

されます。各メーリング リストは、単一の要約を受信します。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、ユーザ

が検疫にアクセスして、通知に示されたメッセージを表示しようとしても、それ

表 4-2 エンド ユーザの認証とアクセス

認証 ユーザのアクセス方法

LDAP URL、通知

メールボックス

（IMAP/POP）
URL、通知

なし 通知のみ

無効 アクセス不可能（通知がイネーブルになっている

場合、[Spam Notifications] セクションで設定され

た [Deliver Bounce Messages To:] のアドレスに通

知が送信されます）
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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。

複数のエイリアスに属していたり、複数の電子メール アドレスを使用したりし

ているユーザは、複数の通知を受信します（「複数の通知の受信」（P.4-141）を

参照）。「スパム通知の設定」（P.4-130）を参照してください。

（注） スパム通知がイネーブルになっていても、IronPort スパム検疫へのアクセスがイ

ネーブルになっていなければ、通知は [Deliver Bounce Messages To:] のアドレ

スに送信されます。

ローカルの IronPort スパム検疫の設定

ローカルの IronPort スパム検疫がイネーブルになった後（「ローカルの IronPort 
スパム検疫のイネーブル化とディセーブル化」（P.4-121）を参照）、検疫の設定

を編集して、IronPort スパム検疫と、それをユーザがどのように操作するのかを

設定できます。

ローカルの IronPort スパム検疫を設定するには、[Monitor] > [Quarantines] ペー

ジで IronPort スパム検疫の [Settings] カラム内にある [Edit] をクリックします。

[Edit IronPort Spam Quarantine] ページが表示されます。

ローカルの IronPort スパム検疫用のスパム検疫設定

ローカルの IronPort アプライアンス上の IronPort スパム検疫用に、IronPort ス
パム検疫設定を編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Quarantines] ページで IronPort スパム検疫の [Settings] カラム内に

ある [Edit] をクリックします。[Edit IronPort Spam Quarantine] ページが表示さ

れます。
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図 4-15 IronPort スパム検疫設定の編集

ステップ 2 [Spam Quarantine Settings] セクション内で、検疫エリアの 大サイズを指定し

ます。

ステップ 3 検疫エリアが満杯になったら古いメッセージから削除するように検疫を設定でき

ます。チェックボックスをオフにすると、満杯の検疫エリアに新しいメッセージ

は追加されなくなります。IronPort では、検疫エリアが満杯になることでアプラ

イアンス上にメッセージの待ち行列（渋滞）ができることがないように、この機

能をイネーブルにすることが推奨されます。

ステップ 4 メッセージを削除する前の保管日数を指定します。あるいは、自動削除をスケ

ジュールしないことを選択することもできます。IronPort では、検疫エリアの容

量が満杯になるのを防ぐために、古いメッセージから削除するように検疫を設定

することが推奨されます。

ステップ 5 デフォルトの言語を指定します。

ステップ 6 解放されたメッセージのコピーを分析用に IronPort へ送信するように検疫を設

定できます。IronPort では、検疫をそのように設定することが推奨されます。
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ステップ 7 エンド ユーザが検疫を確認するときに表示されるページをカスタマイズします。

カスタム ロゴをアップロードします（任意）。このロゴは、ユーザがログインし

て検疫されたメッセージを確認するときに、IronPort スパム検疫のページの 上

部に表示されます。

– このロゴは、 大で 550 X 50 ピクセルの .jpg、.gif、または .png ファイ

ルにする必要があります。

– ロゴ ファイルを指定しなければ、IronPort スパム検疫のデフォルトのロ

ゴが使用されます。

（注） カスタム ロゴを指定すると、IronPort ロゴは削除されます。

ステップ 8 ログイン ページ メッセージを指定します。このメッセージは、検疫を表示する

前に、エンド ユーザに対してログインを要求するときに表示されます。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

（注） IronPort M-Series アプライアンスを設定する場合の詳細については、『Cisco 
IronPort AsyncOS for Security Management User Guide 』を参照してください。

IronPort スパム検疫の管理ユーザの設定

IronPort スパム検疫の管理ユーザを指定できます。この場合の「管理」とは、

IronPort スパム検疫へのユーザのアクセス権を示します。管理ユーザのリストに

は、オペレータ ユーザだけを追加できます。管理者レベルのユーザ（デフォル

トの admin ユーザを含む）はすべて、自動的に IronPort スパム検疫の管理ユー

ザであると見なされます。したがって、それらのユーザは、[Available] カラム

や [Authorized Users] カラムに表示されません。

IronPort スパム検疫内にあるすべてのメッセージを表示できるユーザのリストに

対して AsyncOS オペレータ ユーザを追加または削除するには、次の手順を実行

します。
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図 4-16 IronPort スパム検疫の管理ユーザの編集

ステップ 1 該当するリスト内からユーザを選択し、[Add] または [Remove] をクリックしま

す。

ステップ 2 選択したユーザが、反対側のリストに移動します。Operator レベルのユーザは、

IronPort スパム検疫内のメッセージを表示できますが、検疫の設定を編集できな

いことに注意してください。管理ユーザは、メッセージを表示し、設定を変更で

きます。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

エンド ユーザ検疫へのアクセスの設定

エンド ユーザが IronPort スパム検疫に直接（通知を必要とせずに）アクセスで

きるようにするには、[Monitor] -> [Quarantines] ページで IronPort スパム検疫

の [Settings] カラム内にある [Edit] をクリックします。[Edit IronPort Spam 
Quarantine] ページが表示されます。

ステップ 1 [Enable End-User Quarantine Access] と書かれたチェックボックスをオンにしま

す。Administrator ユーザは、このチェックボックスがオンかオフかに関係なく、

検疫にアクセスできます。

図 4-17 IronPort スパム検疫へのアクセス設定の編集
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ステップ 2 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、IronPort スパム検疫ペー

ジからメッセージ本文を表示できなくなります。代わりとして、検疫されたメッ

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（Outlook など）で表示する必要があります。これは、すべて

の閲覧された電子メールがアーカイブされなければならない場合のコンプライア

ンスの問題と特に関係しています。

ステップ 3 エンドユーザが（電子メール通知経由ではなく）Web ブラウザから検疫を直接

表示しようとする場合に、それらのエンドユーザを認証するために使用する方式

を指定します。メールボックス認証または LDAP 認証を使用できます。

認証をイネーブルにしなくても、IronPort スパム検疫へのエンド ユーザのア

クセスを許可できることに注意してください。この場合、ユーザは通知メッ

セージに含まれるリンク経由で検疫にアクセスでき、システムはユーザの認

証を行いません。認証なしのエンド ユーザ アクセスをイネーブルにする場

合は、[End-User Authentication] ドロップダウン メニューで [None] を選択

します。

LDAP 認証：LDAP サーバまたはアクティブなエンド ユーザ認証クエリー

が設定されていない場合は、[System Administration] > [LDAP] リンクを

クリックして、LDAP サーバ設定とエンド ユーザ認証クエリー ストリング

を設定します。LDAP 認証の設定方法の詳細については、『Cisco IronPort 
AsyncOS for Email Advanced Configuration Guide』の「LDAP Queries」を

参照してください。

メールボックス認証：認証に LDAP ディレクトリを使用しないサイトの場

合、検疫は、ユーザの電子メール アドレスとパスワードの正当性を、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。Web UI にログインすると

き、ユーザは各自の完全な電子メール アドレスとメールボックス パスワー

ドを入力します。この情報を使用して、メールボックス サーバに検疫の

ユーザとしてのログインが試行されます。ログインに成功すれば、そのユー

ザは認証されます。その後、ただちにログアウトするので、ユーザの受信箱

に対して行われる変更はありません。メールボックス認証の使用は、LDAP 
ディレクトリを稼動しないサイトに適していますが、電子メール エイリア

ス宛に送られてきたメッセージをメールボックス認証でユーザに提示できま

せん。

タイプ（IMAP または POP）を選択します。サーバ名と、安全な接続に 
SSL を使用するかどうかを指定します。サーバのポート番号を入力します。

未修飾のユーザ名の後ろに追加するドメイン（example.com など）を入力し

ます。
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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、パスワードが平文で送信されるのを回避

するために）、IronPort 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。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

スパム通知の設定

スパム通知とは、IronPort スパム検疫内にメッセージが存在するときに、エンド 
ユーザに送信される電子メール メッセージのことです。通知には、そのユーザ

宛（LDAP によるユーザ認証の場合は、LDAP リポジトリ内でそのユーザに関

連付けられている電子メール アドレス宛。「エンド ユーザ検疫へのアクセスの設

定」（P.4-128）を参照）の検疫されたスパムまたはその疑いのあるメッセージの

リストが含まれます。さらに、各ユーザがそれぞれの検疫されたメッセージを表

示するために使用するリンクも含まれます。通知は、イネーブルにされた後、こ

こで設定されたスケジュールに従って送信されます。

スパム通知により、エンドユーザが検疫にログインするための代替方法が提供さ

れます。ユーザは、受信した電子メール通知を介して検疫にアクセスします（そ

の検疫に対して通知がイネーブルになっている場合）。メッセージの件名をク

リックすると、ユーザは、その通知が送信された電子メール アドレスの検疫の 
UI にログインします。この方法による IronPort スパム検疫へのアクセスには、

LDAP 認証もメールボックス認証も必要ありません。この方法によるログイン

では、アプライアンスが電子メール通知にスパム検疫エイリアス統合クエリーを

使用していない限り、エンドユーザが所有する他のエイリアス宛の検疫対象メッ

セージは表示されないことに注意してください。IronPort 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

ストに対する同じ検疫にアクセスできます。

IronPort アプライアンスによるスパム通知の生成方法では、電子メール エイリ

アスを所有するユーザや複数の電子メール 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可能性があります。複数の通知は、エイリアス統合機能

を使用して一部の発生を防ぐことができます。LDAP サーバまたはアクティブ

なエイリアス統合クエリーがセットアップされていない場合は、[System 
Administration] > [LDAP] リンクをクリックして、LDAP サーバ設定とエイリ

アス統合クエリー ストリングを設定します。詳細については、このマニュアル

内の「導入上の考慮事項」（P.4-137）と「複数の通知の受信」（P.4-141）に加

え、『Cisco IronPort AsyncOS for Email Advanced Configuration Guide』の

「LDAP Queries」も参照してください。
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エンド ユーザに送信されるスパム通知を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Enable Spam Notifications] と書かれたチェックボックスをオンにして、スパム

通知をイネーブルにします。

図 4-18 スパム通知の設定

ステップ 2 通知の差出人アドレスを入力します。ユーザは、このアドレスを、自分の電子

メール クライアントでサポートされる任意の「ホワイトリスト」に追加できま

す（「導入上の考慮事項」（P.4-137）を参照）。

ステップ 3 通知の件名を入力します。

ステップ 4 通知のカスタマイズされたタイトルを入力します。

ステップ 5 メッセージ本文をカスタマイズします。AsyncOS では、メッセージ本文に挿入

されると、個々のエンド ユーザに対応した実際の値に展開されるいくつかの

メッセージ変数がサポートされています。たとえば、%username% は、ユーザに

対して通知が生成されるとき、そのユーザの実際の名前に展開されます。サポー

トされるメッセージ変数には、次のものがあります。
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– [New Message Count]（%new_message_count%）：ユーザの 後のログ

イン以後の新しいメッセージの数。

– [Total Message Count]（%total_message_count%）：エンド ユーザ検疫

内にあるこのユーザ宛のメッセージの数。

– [Days Until Message Expires]（%days_until_expire%）

– [Quarantine URL]（%quarantine_url%）：検疫にログインし、メッセー

ジを表示するための URL。

– [Username]（%username%）

– [New Message Table]（%new_quarantine_messages%）：検疫エリア内

にあるこのユーザ宛の新しいメッセージのリスト。

これらのメッセージ変数は、[Message Body] フィールドのテキスト内に直

接入力して、メッセージ本文に挿入できます。あるいは、変数を挿入する場

所にカーソルを配置してから、右側の [Message Variables] リスト内にある

変数の名前をクリックすることもできます。

ステップ 6 メッセージ形式（HTML、テキスト、または HTML/テキスト）を選択します。

ステップ 7 バウンス アドレスを指定します（バウンスされた通知がこのアドレスに送信さ

れます）。

ステップ 8 必要に応じて、異なるアドレスで同じ LDAP ユーザに送信されたメッセージを

統合できます。

ステップ 9 通知スケジュールを設定します。通知を月に一度、週に一度、または日に 1 回以

上送信するように（週末の有無も含めて）設定できます。

ステップ 10 変更を送信し、保存します。

外部の IronPort スパム検疫の設定

スパムおよびその疑いのあるメッセージを別の IronPort アプライアンス上に設

定された外部の IronPort スパム検疫に送信するように、IronPort アプライアンス

を設定できます。IronPort M-Series アプライアンスは、特にこの役割を担うよ

うに設計されています。IronPort M-Series アプライアンスの詳細については、

『Cisco IronPort AsyncOS for Email Configuration Guide』の「The IronPort 
M-Series Security Management Appliance」を参照してください。
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外部の IronPort スパム検疫を使用する場合、検疫の設定は、その IronPort アプ

ライアンス上で行います。IronPort アプライアンス上でローカルと外部の 
IronPort スパム検疫を両方ともイネーブルにした場合、ローカルの IronPort スパ

ム検疫がその設定とともに優先されます。

M-Series アプライアンス（外部検疫）から解放されるメッセージは、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

よび作業キューをスキップします。

外部の IronPort スパム検疫の追加

外部の IronPort スパム検疫を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [External Spam Quarantine] ページから、[Add Quarantine...] をク

リックします。[External Quarantines] ページが表示されます。

図 4-19 外部のエンド ユーザ検疫の追加

ステップ 2 検疫の名前を入力します。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。

ステップ 3 IP アドレスとポート番号を入力します。この IP アドレスとポート番号は、

M-Series アプライアンス上で [Spam Quarantines Settings] ページ内に指定され

ています（詳細については、『Cisco IronPort AsyncOS for Security Management 
User Guide 』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。

外部の IronPort スパム検疫の編集

既存の外部 IronPort スパム検疫を編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Settings] カラム内にある [Edit] をクリックします。[Edit External Quarantine] 
ページが表示されます。

ステップ 2 設定を変更します。
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ステップ 3 変更を送信し、保存します。

外部の IronPort スパム検疫の削除

IronPort アプライアンスには、外部の IronPort スパム検疫を 1 つしか指定できま

せん。外部の IronPort スパム検疫の削除では、その検疫自体が削除されること

はなく、その検疫エリア内のデータは少しも変更されないことに注意してくださ

い。代わりに、その外部 IronPort スパム検疫に対する参照がローカル マシンか

ら削除されます。

外部の IronPort スパム検疫を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Settings] カラム内にある [Edit] をクリックします。[Edit External Quarantine] 
ページが表示されます。

ステップ 2 [Remove Settings] をクリックします。

図 4-20 外部の IronPort スパム検疫の削除

ステップ 3 [Delete] をクリックして、削除を確認するように求められます。

IP インターフェイス上での IronPort スパム検疫 HTTP/S 
サービスのイネーブル化

ローカルの IronPort スパム検疫をイネーブルにした後、IronPort スパム検疫の 
HTTP または HTTPS サービスを IP インターフェイス上でイネーブルにします。

IronPort スパム検疫の HTTP または HTTPS サービスを IP インターフェイス上

でイネーブルにするには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [Network] > [IP Interfaces] ページで、インターフェイス名をクリックします

（この例では、Management インターフェイスを使用します）。[Edit IP Interface] 
ダイアログが表示されます。

図 4-21 Management インターフェイス上での IronPort スパム検疫のイネー

ブル化

ステップ 2 HTTP や HTTPS を使用するかどうかを、それらに対応するポート番号とともに

指定します。

ステップ 3 HTTP 要求を HTTPS にリダイレクトするかどうかを選択します。
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ステップ 4 IronPort スパム検疫にアクセスするためのデフォルトのインターフェイス（通知

および検疫ログインがこのインターフェイス上で開始されます）にするかどうか

を指定します。URL 内のホスト名を使用するか、それともカスタム URL を指定

するかを選択します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

メール ポリシーの IronPort スパム検疫のイネーブル化

ローカルの IronPort スパム検疫をイネーブルにした後（または外部の IronPort 
スパム検疫を追加した後）、スパムまたはスパムの疑いのあるメッセージをその

検疫エリアに送信するように、メール ポリシーを設定できます。メールを 
IronPort スパム検疫に送信できるようにするために、IronPort アンチスパム ス
キャンがメール ポリシーでイネーブルにされる必要があることに注意してくだ

さい。

スパムまたはその疑いのあるメッセージを IronPort スパム検疫に送信するよう

にメール ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Mail Policies] > [Incoming Mail Policies] ページで、対応するメール ポリシーの 
[Anti-Spam] カラム内にあるリンクをクリックします。

図 4-22 スパムを IronPort スパム検疫に送信するためのメール ポリシーの変更

ステップ 2 [Mail Policies: Anti-Spam] ページが表示されます。

ステップ 3 [Positively-Identified Spam Settings] セクション内で、[Apply This Action to 
Message] オプションに [IronPort Spam Quarantine] を選択します。
4-136
Cisco IronPort AsyncOS 7.3 for Email 日常管理ガイド

OL-23080-01-J



第 4 章      検疫

IronPort スパム検疫機能の設定
図 4-23 陽性と識別されたスパムの IronPort スパム検疫への送信

ステップ 4 必要に応じて、スパムの疑いのあるメッセージに対してもこの設定を繰り返しま

す。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

導入上の考慮事項

ここでは、IronPort スパム検疫を導入する際に注意すべき、さまざまなヒントと

情報を提供します。
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ディスク スペース

表 4-3 に、各アプライアンス上で IronPort スパム検疫に使用可能なディスク ス
ペースを示します。

IronPort スパム検疫にアクセスするエンド ユーザ

エンド ユーザは、受信した通知内のリンク経由で IronPort スパム検疫にアクセ

スできます。この方法で検疫にアクセスする場合、LDAP 認証や IMAP/POP 認
証は必要ありません（エンド ユーザは自分自身を認証する必要がありません）。

通知メッセージ内に存在するリンクには有効期限がないことに注意してくださ

い。エンド ユーザは、これらのリンクを使用すれば、認証しなくても、自分宛

の検疫されたメッセージを表示できます。

ユーザは、自分の Web ブラウザにリンクを直接入力して検疫にアクセスするこ

ともできます。Web ブラウザに入力した URL 経由で検疫にアクセスする場合、

ユーザは認証を行う必要があります。認証方式（LDAP または「メールボック

ス」（IMAP/POP））は、検疫設定の [End User Quarantine Access] セクション内

で定義されます（「エンド ユーザ検疫へのアクセスの設定」（P.4-128）を参照）。

LDAP 認証

LDAP の認証プロセスは次のとおりです。

ステップ 1 ユーザが自分のユーザ名とパスワードを Web UI ログイン ページに入力します。

表 4-3 IronPort アプライアンスごとに IronPort スパム検疫に使用可能な

ディスク スペース

モデル

ディスク スペース（単

位：GB）

C150/160 5

C350/360/370 15

C650/660/670、
X1050/1060/1070

30

M650/660/670 100

M1050/1060/1070 200
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ステップ 2 IronPort スパム検疫は、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 とパスワード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。Active Directory 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、IronPort スパム検疫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。

ステップ 3 次に、IronPort スパム検疫は、指定された BaseDN とクエリー 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、IronPort 
スパム検疫は、そのレコードの DN を抽出し、ユーザ レコードの DN と 初に

ユーザが入力したパスワードを使用してディレクトリへのバインドを試みます。

このパスワード 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、IronPort スパム検疫は、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。

ステップ 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 IronPort スパム検疫

に保管されます。ユーザのパスワードが LDAP に対して検証された後、IronPort 
スパム検疫は、「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 アドレスの検疫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、検疫からどのエンベ

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

IMAP/POP の認証プロセスは次のとおりです。

ステップ 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、パスワードを 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（「エンド ユーザ検疫へのアクセスの設定」（P.4-128）を参

照）。

ステップ 2 IronPort スパム検疫は、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）とパスワードを使用して 
IMAP/POP サーバへのログインを試みます。パスワード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、IronPort スパム検疫はただちに 
IMAP/POP サーバからログアウトします。

ステップ 3 ユーザが認証された後、IronPort スパム検疫は、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。
4-139
Cisco IronPort AsyncOS 7.3 for Email 日常管理ガイド

OL-23080-01-J



第 4 章      検疫

IronPort スパム検疫機能の設定
– IronPort スパム検疫の設定において、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、検疫エリア内の一

致するエンベロープが検索されます。

– それ以外の場合、IronPort スパム検疫は、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。

IronPort スパム検疫にログインするための URL の決定

エンド ユーザが IronPort スパム検疫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、検疫がイネーブルになっている 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。次の例を参考にしてくだ

さい。

HTTP://mail3.example.com:82

設定例

POP/IMAP の設定例：

IMAP および POP の場合（単一ドメイン）：

• サーバ名を入力します。

• サーバで SSL を使用するように設定している場合は、SSL をイネーブルに

します。

• [Append Domain to Unqualified Usernames] をイネーブルにし、ユーザのロ

グイン用にエンベロープのドメインをこれに設定します。

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/

通知のテスト

電子メール セキュリティ マネージャでテスト用のメール ポリシーを設定するこ

とにより、通知をテストできます。この場合、単一のユーザに対してだけ、スパ

ムを検疫させます。その後、IronPort スパム検疫の通知設定で、[Enable Spam 
Notification] チェックボックスをオンにし、[Enable End-User Quarantine 
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Access] チェックボックスをオフにします。これにより、[Deliver Bounced 
Messages To] フィールドに設定された管理者だけが、検疫内の新しいスパムに

ついて通知されます。

エンド ユーザでの通知の確実な受信

エンド ユーザに対して、IronPort スパム検疫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（Outlook、Thunderbird など）の迷惑

メール設定にある「ホワイトリスト」へ追加することを推奨してください。

複数の通知の受信

ユーザは、複数の電子メール エイリアスに属しているか、複数の電子メール ア
ドレスを使用していると、複数の通知を受信します。また、電子メールを受信す

る LDAP グループに属しているユーザもこれに当てはまります。

（注） 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。

各ユーザに対して存在するメッセージの確認

認証の方式によっては（LDAP または IMAP/POP）、ユーザに対して IronPort ス
パム検疫内に複数の電子メール アドレス宛のメールが存在する可能性がありま

す。

表 4-4 アドレス /エイリアスに応じた通知数

ユーザ 電子メール アドレス エイリアス 通知数

Sam sam@example.com 1

Mary

mary@example.com dev@example.com、

qa@example.com、

pm@example.com

4

Joe
joe@example.com、
admin@example.com

hr@example.com 3
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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。

しかし、ユーザが通知経由で検疫に直接アクセスする場合、あるいは認証方式が 
IMAP/POP の場合、検疫にはそのユーザの電子メール アドレス（または通知が

送信されたアドレス）宛のメッセージしか表示されません。エンド ユーザ認証

の動作の詳細については、「IronPort スパム検疫にアクセスするエンド ユーザ」

（P.4-138）を参照してください。

IronPort スパム検疫内では、電子メール アドレスの大文字と小文字が区別され

ないことに注意してください。たとえば、Admin@example.com 宛と 
admin@example.com 宛の電子メールは、両方とも「admin@example.com」に

関連付けられたユーザの検疫エリア内に存在します。

検疫対象のメールのアドレスを制限

複数のメール ポリシーを使用して（[Mail Policies] > [Incoming Mail Policy]）、
メールの検疫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、検疫の代わりに [Deliver] または 
[Drop] を選択します。

デフォルト エンコーディング

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、

IronPort スパム検疫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。

デフォルト エンコーディングの指定

着信電子メール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、IronPort アプライアンスを設定して、デフォルト エンコーディングを指

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 IronPort スパム検

疫内で正しく表示するのに役立ちます。
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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。これは、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、検疫されるメールのうち、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）の場合、

（下の scanconfig->setup オプションにおいて）「Configure encoding to use 
when none is specified for plain body text or anything with MIME type 

plain/text or plain/html.」のプロンプトが表示された際に、オプション 12 
を選択します。

メッセージ ヘッダーにエンコーディングを指定していないメッセージに対して

デフォルト エンコーディングを設定するには、CLI から scanconfig->setup コ
マンドを使用します。次の例では、デフォルトとして UTF-8 が設定されます。

mail3.example.com> scanconfig

There are currently 7 attachment type mappings configured to be SKIPPED.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new entry.

- DELETE - Remove an entry.

- SETUP - Configure scanning behavior.

- IMPORT - Load mappings from a file.

- EXPORT - Save mappings to a file.

- PRINT - Display the list.

- CLEAR - Remove all entries.

[]> setup
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IronPort スパム検疫内のメッセージの管理

ここでは、管理者の視点から、ローカルまたは外部の IronPort スパム検疫内に

あるメッセージの操作方法について説明します。管理者が検疫を表示する場合、

その検疫エリアに含まれるすべてのメッセージを利用できます。

管理者として、IronPort スパム検疫内のメッセージに対して次のアクションを実

行できます。

• メッセージの表示

• メッセージの配信

• メッセージの削除

• メッセージの検索

[ ... ]

Configure encoding to use when none is specified for plain body text or 
anything with MIME type plain/text or plain/html.

1. US-ASCII

2. Unicode (UTF-8)

3. Unicode (UTF-16)

[ ... list of encodings ... ]

13. Japanese (EUC)

[1]> 2

Encoding set to "Unicode (UTF-8)".
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図 4-24 IronPort スパム検疫の検索ページ

IronPort スパム検疫内でのメッセージの検索

検索フォームを使用して、IronPort スパム検疫内のすべてのメッセージにわたっ

て検索します。

ステップ 1 エンベロープ受信者を指定します。アドレスは部分的に入力することもできま

す。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 2 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 3 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 4 [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 [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

IronPort スパム検疫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、IronPort アプライアンスの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。
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IronPort スパム検疫内のメッセージの表示

メッセージのリストにより、IronPort スパム検疫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。カラム見出しをクリッ

クすることにより、表示をソートできます。同じカラム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、[Message Details] ページに表示されま

す。メッセージの 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 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。

[Message Details] ページから、メッセージを削除したり（[Delete] を選択）、

[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。

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

IronPort スパム検疫では、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。

符号化されたメッセージの表示

Base64 で符号化されたメッセージは、復号化されてから表示されます。

IronPort スパム検疫内のメッセージの配信

メッセージを解放して配信するには、解放する 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 [Release] 
を選択します。その後、[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。

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。
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IronPort スパム検疫からのメッセージの削除

IronPort スパム検疫では、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、IronPort スパム検疫が 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。IronPort ス
パム検疫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 [Delete] を選択します。その

後、[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。

IronPort スパム検疫内のすべてのメッセージを削除するには、その検疫をディ

セーブルにし（「ローカルの IronPort スパム検疫のディセーブル化」（P.4-121）
を参照）、[Delete All Messages] 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、IronPort スパム検疫内のメッセージの件数です。

図 4-25 すべてのメッセージを削除するリンク

セーフリストとブロックリストの利用
エンド ユーザによるセーフリストとブロックリストの作成を可能にして、どの

電子メールがスパムとして処理されるかをより適切に制御できます。セーフリス

トにより、ユーザは、特定のユーザまたはドメインがスパムとして処理されない

ようにできます。それに対してブロックリストでは、特定のユーザまたはドメイ

ンが常にスパムとして処理されるようにできます。セーフリストとブロックリス

トの設定は、IronPort スパム検疫から設定されます。そのため、IronPort スパム

検疫をイネーブルにし、この機能を使用するように設定する必要があります。

セーフリスト /ブロックリスト機能がイネーブルにされると、各エンド ユーザ

は、自分の電子メール アカウントに対してセーフリストとブロックリストを維

持できるようになります。
4-147
Cisco IronPort AsyncOS 7.3 for Email 日常管理ガイド

OL-23080-01-J



第 4 章      検疫

セーフリストとブロックリストの利用
（注） セーフリストとブロックリストは、メールがスパムとして処理されるのを防止し

たり、メールがスパムとして処理されることを保証したりします。ただし、セー

フリストやブロックリストを設定しても、電子メール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

判定は、IronPort アプライアンスで実行されます。メッセージは、セーフリスト

に該当しても、他のスキャン設定に従って配信されない場合があります。

セーフリスト /ブロックリスト データベース

ユーザがセーフリストまたはブロックリストにエントリを追加すると、そのエン

トリは IronPort アプライアンス上のデータベースに保管されます。M-Series を
使用する場合、このデータベースは、M-Series アプライアンス上に保存され、

関連するすべての C-Series アプライアンス上で定期的に更新と同期が行われま

す。IronPort スパム検疫が C-Series アプライアンス上にホスティングされる場

合、セーフリスト /ブロックリスト データベースは、その C-Series アプライア

ンス上に維持されます。複数の C-Series アプライアンスを M-Series アプライア

ンスなしで使用する場合、データベースと設定を手動で同期する必要がありま

す。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を異なる C-Series 
アプライアンス間で同期する方法の詳細については、「セーフリストとブロック

リストの設定とデータベースの同期」（P.4-153）を参照してください。

バックアップ .CSV データベースを利用する方法については、「セーフリスト /ブ
ロックリスト データベースのバックアップと復元」（P.4-152）を参照してくだ

さい。

セーフリストとブロックリストを M-Series アプライアンス上で利用する方法に

ついては、『Cisco IronPort AsyncOS for Security Management User Guide 』を

参照してください。

セーフリストとブロックリストの作成およびメンテナンス

セーフリストとブロックリストは、エンド ユーザによって作成およびメンテナ

ンスされます。ただし、この機能をイネーブルにし、ブロックリスト内のエント

リに一致する電子メール メッセージの配信設定を設定するのは管理者です。

セーフリストとブロックリストを作成し、メンテナンスするには、管理者とエン

ドユーザが次の作業を実行します。
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• 管理者作業。管理者は、IronPort スパム検疫のイネーブル化と設定、セーフ

リスト /ブロックリスト機能のイネーブル化、セーフリスト /ブロックリス

ト データベースのバックアップと復元、異なるアプライアンス間でのセー

フリスト /ブロックリスト データベースの同期、およびログ、アラート、カ

スタム ヘッダーによるセーフリストとブロックリストに関する問題のトラ

ブルシューティングを行います。管理者作業の詳細については、「セーフリ

ストとブロックリストの作成およびメンテナンスを行うための管理者作業」

（P.4-150）を参照してください。

• エンドユーザ作業。エンドユーザは、エンドユーザ スパム検疫によって自

分のセーフリストとブロックリストの設定を作成します。エンド ユーザは、

自分のセーフリスト /ブロックリスト設定にアクセスするために、（IronPort 
スパム検疫通知内のリンクをクリックする代わりに）ログイン作業が必要に

なる場合があります。エンドユーザ スパム検疫から、エンドユーザは、

[Options] メニューを使用してセーフリストとブロックリストを作成できま

す。あるいは、検疫された電子メールのリストから、セーフリスト設定を作

成できます。エンドユーザ作業の詳細については、「セーフリストとブロッ

クリストを設定するためのエンド ユーザ作業」（P.4-154）を参照してくださ

い。

セーフリストとブロックリストのメッセージ配信

セーフリストとブロックリストをイネーブルにすると、IronPort 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

に対してメッセージをスキャンします。IronPort アプライアンスがエンド ユー

ザのセーフリスト /ブロックリスト設定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（および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

ストにはこのメッセージの送信者のエントリがありますが、受信者 B にはセー

フリストにもブロックリストにも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、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。
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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、配信の動

作は、ブロックリスト アクション設定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検疫される

かドロップされます。ブロックリスト アクションの設定が検疫を実行するよう

になっている場合、そのメッセージはスキャンされ、 終的に検疫されます。ブ

ロックリスト アクションがドロップに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 IronPort スパム検疫内で管理されているため、

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 HAT で「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作成およびメンテナンスを
行うための管理者作業

セーフリストとブロックリストを使用するために、管理者は次の作業を実行する

必要があります。

• Ironport スパム検疫のイネーブル化と設定。セーフリストとブロックリス

トは IronPort スパム検疫からアクセスされるため、セーフリストとブロック

リストを使用するにはこの機能をイネーブルにする必要があります。詳細に

ついては、「IronPort スパム検疫機能の設定」（P.4-120）を参照してくださ

い。

• セーフリスト /ブロックリスト機能のイネーブル化と設定。IronPort スパム

検疫をイネーブルにした後、セーフリスト /ブロックリスト機能をイネーブ

ルにし、設定します。ブロックリストの電子メールに対するブロックリスト 
アクション（検疫または削除）も設定する必要があります。詳細について

は、「セーフリスト /ブロックリスト設定のイネーブル化と設定」（P.4-151）
を参照してください。

• セーフリスト /ブロックリスト データベースのバックアップと復元。アップ

グレードするとき、セーフリスト /ブロックリスト データベースをバック

アップし、復元する作業が必要になります。詳細については、「セーフリス
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ト /ブロックリスト データベースのバックアップと復元」（P.4-152）を参照

してください。

• セーフリスト /ブロックリスト データベースの同期。エンド ユーザがセーフ

リストまたはブロックリストのエントリを入力すると、それらの設定はデー

タベースに保存されます。このデータベースは、AsyncOS が電子メールを

処理する際に使用するデータベースと定期的に同期されます。IronPort スパ

ム検疫が M-Series アプライアンス上に維持されている場合、管理者は、

C-Series アプライアンスと同期するようにセーフリスト /ブロックリスト 
データベースを設定する必要があります。詳細については、「セーフリスト

とブロックリストの設定とデータベースの同期」（P.4-153）を参照してくだ

さい。

• 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

ブロックリストをトラブルシューティングするために、ログ、アラートを確

認できます。詳細については、「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」（P.4-154）を参照してください。

セーフリスト /ブロックリスト設定のイネーブル化と設定

[Quarantines] ページからセーフリストとブロックリストの設定をイネーブルに

し、設定できます。

ステップ 1 C-Series アプライアンス上でセーフリストとブロックリストをイネーブルにする

には、[Monitor] > [Quarantines] に移動します。

（注） セーフリストとブロックリストを設定する前に、IronPort スパム検疫を

イネーブルにし、設定しておく必要があります。

ステップ 2 [End-User Safelist/Blocklist] 設定で、[Edit Settings] を選択します。

ステップ 3 [Enable Safelist/Blocklist Feature] を選択します。

ステップ 4 [Blocklist Action] に [Quarantine] または [Delete] を選択します。
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ステップ 5 [Maximum List Items Per User] を指定します。この値は、ユーザが各セーフリ

ストとブロックリストに載せることのできるアドレスまたはドメインの 大数を

表します。

ステップ 6 [Submit] をクリックします。

セーフリスト /ブロックリスト データベースのバックアップと復元

セーフリスト /ブロックリスト データベースのバックアップを保存するには、

IronPort アプライアンスでデータベースを .CSV ファイルとして保存します。

.CSV ファイルは、IronPort アプライアンスの設定が格納される XML コンフィ

ギュレーション ファイルとは別に保管されます。IronPort 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、

セーフリスト /ブロックリスト データベースを .CSV ファイルにバックアップす

る必要があります。

ファイルをバックアップすると、IronPort アプライアンスによって、.CSV ファ

イルが次の命名規約に従って /configuration ディレクトリに保存されます。

slbl<timestamp><serial number>.csv

GUI から、次の方法を使用して、データベースのバックアップおよび復元を実

行できます。

ステップ 1 [System Administration] > [Configuration File] から、[End-User 
Safelist/Blocklist Database] セクションに移動します。

ステップ 2 データベースを .CSV ファイルにバックアップするには、[Backup Now] をク

リックします。

ステップ 3 データベースを復元するには、[Select File to Restore] をクリックします。

IronPort アプライアンスにより、コンフィギュレーション ディレクトリに保

管されているバックアップ ファイルのリストが表示されます。

ステップ 4 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、

[Restore] をクリックします。
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セーフリストとブロックリストの設定とデータベースの同期

エンド ユーザがセーフリストまたはブロックリストを作成すると、その設定は

データベースに保存されます。IronPort スパム検疫が M-Series アプライアンス

上に存在する場合、セーフリスト /ブロックリスト設定が着信メールに適用され

る前に、このデータベースを C-Series アプライアンス上のデータベースと同期

する必要があります。IronPort スパム検疫が C-Series アプライアンス上に存在

する場合は、このデータベースを、メール キューを処理するときに使用される

読み取り専用データベースと同期する必要があります。これらのデータベースを

自動で同期するのにかかる時間は、アプライアンスのモデルによって異なりま

す。次の表に、セーフリストとブロックリストの更新についてのデフォルトの設

定を示します。

C-Series アプライアンスのグループを M-Series アプライアンスなしで使用する

場合、セーフリスト /ブロックリストの設定とデータベースはマシン間で同期す

る必要があります。

集中管理機能を使用して複数の IronPort アプライアンスを設定する場合は、集

中管理を使用して管理者設定を設定できます。集中管理を使用しない場合は、マ

シン間で設定が整合していることを手動で確認できます。

FTP 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、『Cisco 
IronPort AsyncOS for Email Configuration Guide』または『Cisco IronPort 
AsyncOS for Email Advanced Configuration Guide』のいずれかに記載された

「Accessing the Appliance」を参照してください。

表 4-5 セーフリストとブロックリストの設定の同期

アプライアンス 同期時間

C150/C160 10 分

CC350/C360/C370 15 分

C650/C660/C670 30 分

X1050/X1060/X1070 60 分

MM660/M670 120 分

M1050/M1060/M1070 240 分
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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

各エンド ユーザは、それぞれ独自のセーフリストとブロックリストを維持しま

す。管理者は、エンド ユーザ アカウントにそのユーザのログイン名とパスワー

ドでログインした場合にのみ、エンド ユーザのセーフリストまたはブロックリ

ストにアクセスできます。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_logs またはアンチスパム ログ ファイルにロギングされま

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、『Cisco IronPort AsyncOS for Email Configuration 
Guide』の「System Administration」を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、第 5 章「ロギング」を参照してください。

セーフリストとブロックリストを設定するためのエンド ユー
ザ作業

エンド ユーザは、特定の送信者からのメッセージをスパムの判定から除外する

ために、セーフリストを作成できます。また、特定の送信者からのメッセージを

常にスパムとして扱うために、ブロックリストを使用できます。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。また他方で、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 IronPort スパム検疫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電子メールが検疫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。
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（注） セーフリスト /ブロックリスト設定は、システム管理者が設定する他の設定の影

響を受けます。

セーフリストとブロックリストを利用するために、エンド ユーザは次の作業を

実行する必要があります。

• セーフリストとブロックリストにアクセスします。認証の設定によっては、

エンド ユーザは自分の IronPort スパム検疫アカウントにログインする必要

があります。詳細については、「セーフリストとブロックリストへのアクセ

ス」（P.4-155）を参照してください。

• セーフリスト エントリを追加します。ユーザは、IronPort スパム検疫内の 
[Options] メニューまたは検疫されたメッセージのリストからセーフリスト 
エントリを追加します。詳細については、「セーフリストへのエントリの追

加」（P.4-156）を参照してください。

• ブロックリスト エントリを追加します。ユーザは、IronPort スパム検疫内の 
[Options] メニューからブロックリスト エントリを追加します。詳細につい

ては、「ブロックリストへのエントリの追加」（P.4-159）を参照してくださ

い。

セーフリストとブロックリストへのアクセス

LDAP 認証またはメールボックス（IMAP/POP）認証を使用してアカウントが

認証されるエンド ユーザは、セーフリストとブロックリストにアクセスするた

めに、IronPort スパム検疫に対して自分のアカウントにログインする必要があり

ます。これらのエンド ユーザは、通常はスパム通知経由で自分のメッセージに

アクセスしているとしても（この場合は一般に認証を必要としません）、自分の

アカウントにログインしなければなりません。エンドユーザ認証が [NONE] に
設定されている場合、エンド ユーザは、セーフリスト /ブロックリスト設定にア

クセスする際に自分のアカウントにログインする必要はありません。

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

各エントリは、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
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エンド ユーザは、同じ送信者またはドメインをセーフリストとブロックリスト

の両方に同時には追加できません。ただし、エンド ユーザがあるドメインを

セーフリストに追加し、そのドメインに所属するユーザの電子メール アドレス

をブロックリストに追加した場合、IronPort アプライアンスは両方のルールを適

用します（逆の場合も同様です）。たとえば、エンド ユーザが example.com を
セーフリストに追加し、george@example.com をブロックリストに追加すると、

IronPort アプライアンスは、example.com からのすべてのメールをスパムかどう

かスキャンせずに配信しますが、george@example.com からのメールはスパムと

して処理します。

エンド ユーザは、.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、ブロックしたりはできません。ただし、エンド ユーザは、

server.domain.com のような構文を使用して、特定のドメインを明示的にブロッ

クすることはできます。

セーフリストへのエントリの追加

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。

方法 1

ステップ 1 IronPort スパム検疫から、[Options] ドロップダウン メニューを選択します。
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図 4-26 エンドユーザ検疫内のセーフリスト オプション

ステップ 2 [Safelist] を選択します。

ステップ 3 [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 4 [Add to List] をクリックします。
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図 4-27 エンドユーザ検疫内のセーフリスト

方法 2

エンド ユーザは、メッセージがエンド ユーザ検疫に送信されていても、その送

信者をセーフリストに追加できます。

ステップ 1 エンドユーザ検疫から、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 [Release and Add to Safelist] を選択します。

図 4-28 エンドユーザ検疫内のセーフリスト

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。
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ブロックリストへのエントリの追加

エンド ユーザは、ブロックリストを使用して、指定した送信者からのメールを

受信しないようにできます。

ステップ 1 エンドユーザ検疫から、[Options] ドロップダウン メニューを選択します。

図 4-29 エンドユーザ検疫内のブロックリスト オプション

ステップ 2 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 3 [Add to List] をクリックします。
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図 4-30 ブロックリストへの送信者の追加

IronPort アプライアンスは、ブロックリスト内のエントリと一致する電子メール 
アドレスまたはドメインからのメールを受信すると、そのメールをスパムとして

処理します。このメールは、セーフリスト /ブロックリスト アクション設定に応

じて、拒否されるか、検疫されます。

（注） セーフリスト エントリとは異なり、ブロックリスト エントリは、エンドユーザ

検疫内の [Options] メニューからだけ追加できます。
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