
Cisco dCloud 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 1/172 ページ 

 

 

Cisco E メール セキュリティ ソリューション ラボ v1.0 
最終更新日：2020 年 3 月 11 日 

 
 

 
 

このデモンストレーションについて 

この事前設定済みデモンストレーションのガイドには、次の内容が含まれています。 
 

• 要件 

• このソリューションについて 

• トポロジ 

• 補助ファイル 

• はじめに 

• ケーススタディ 

• シナリオ 1：悪意のある URL や疑わしい URL からの保護 

• シナリオ 2：アウトブレイク フィルタリング 

• シナリオ 3：偽装電子メール検出 

• シナリオ 4：マクロ検出 

• シナリオ 5：グレイメール検出 

• シナリオ 6：高度なマルウェア防御（AMP） 

• シナリオ 7：DomainKeys Identified Mail（DKIM） 

• シナリオ 8：Sender Profile Framework（SPF） 

• シナリオ 9：Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance（DMARC） 

• シナリオ 10：送信者ドメインのレピュテーション（SDR） 

• シナリオ 11：外部脅威フィード（STIX/TAXII）の利用 

• シナリオ 12：名前付きエンティティの DNS ベース認証 

• シナリオ 13：オンプレミス Microsoft Exchange のメールボックス自動修復 

• シナリオ 14：SAML 2.0 を使用したシングルサインオン 

• シナリオ 15：Common Event Format（CEF）ベースの統合ロギングのサポート 

• シナリオ 16：メッセージ添付ファイルの Safe Print 機能 

• シナリオ 17：次世代型セキュリティ管理アプライアンス（NG SMA） 
 

重要：このコンテンツはコミュニティが開発したものであり、標準の dCloud の検証やサポートの対象にはなりません。詳細に
ついては、dCloud サポートにお問い合わせください。 
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要件 

次の表に、このデモンストレーションの要件の概要を示します。 
 

表 1. 要件 
 

必須 オプション 

• ラップトップ • Cisco AnyConnect® 

 

このソリューションについて 

Cisco E メールセキュリティ（旧称 Cisco IronPort E メールセキュリティ）は、電子メール送受信時に優れたクレンジングと制御
を提供します。動的で変化が速く、今日の電子メールに影響を与える絶え間ない脅威に対し、お客様のニーズに応えられるさま
ざまなフォームファクタで可用性の高い電子メール保護を実現します。 

Cisco E メールセキュリティの機能と利点、利用可能なフォームファクタ、シスコの差別化要因などの詳細については、E メール
セキュリティの概要をお読みください。 

Cisco クラウド E メールセキュリティの詳細については、http://www.cisco.com/go/office365 を参照してください。 
 
 

トポロジ 

このコンテンツには、スクリプト形式のシナリオと、ソリューションの機能を実例で示すために事前設定された管理ユーザとコ
ンポーネントが含まれています。コンポーネントのほとんどは、あらかじめ定義された管理ユーザアカウントを使用してすべて
設定できます。コンポーネントへのアクセスに使用する IP アドレスとユーザアカウントのログイン情報は、アクティブセッショ
ンの [トポロジ（Topology）] メニューのコンポーネントアイコンをクリックして確認するか、ログイン情報が必要となるシナリ
オ内の手順で確認できます。 

http://www.cisco.com/go/office365
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図 1.  dCloud のトポロジ 
 

 
 

項目の説明： 
 

ワークステーション 1 ラボのユーザが同じトポロジ内の他のデバイスにアクセスするのに使用できる Windows ベースのワークス
テーション 

攻撃者 他のデバイスにランダムに電子メールメッセージを送信する、攻撃者役の Linux マシン 

Splunk CEF ログの保存および管理用として Splunk Enterprise を実行する Linux マシン 

Active Directory – 内部 内部ユーザ（Alan）が所有し管理を担当する Active Directory サーバ 

メール - 内部 内部ユーザ（Alan）が所有し管理を担当する Exchange メールサーバ 

E メール セキュリティ 
アプライアンス 1 

悪意のある電子メールを防ぐための E メール セキュリティ ゲートウェイ。内部ユーザ（Alan）が所有 

E メール セキュリティ 
アプライアンス 2 

電子メールの送受信に使用する E メール セキュリティ ゲートウェイ。外部ユーザ（Ben）が所有 

NGSMA 一元化された管理プラットフォームとして ESA レポートの作成、追跡、検疫サービスを管理。Alan が所有 

Active Directory – 外部 外部ユーザ（Ben）が所有し管理を担当する Active Directory サーバ 

メール - 外部 外部ユーザ（Ben）が所有し管理を担当する Exchange メールサーバ 
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ラボのシナリオの論理トポロジはすべて、次の前提に基づいています。 

Alan は社内ユーザで、メールクライアントとして Microsoft Outlook を使用しています。会社のメールサーバは Microsoft 
Exchange です。このサーバは、ポリシー制御と電子メールのウイルス予防のために、メッセージをルーティングする前に Cisco 
E メール セキュリティ ソリューションに転送します。 

Ben は社外ユーザで、メールボックスの管理に Microsoft Outlook クライアントを使用しています。ただし、Ben が接続するメー
ル サーバ プラットフォームの種類は、このラボでは問いません。 

 

Alan：alan@dcloud.cisco.com Ben：ben@dcloud-out.cisco.com 
 

 
 
 

mailto:alan@dcloud.cisco.com
mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
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補助ファイル 

このラボでは、さまざまなシナリオで補助ファイルを使用します。これらはすべて、ワークステーションのデスクトップ上の 
dCloud Files フォルダにあります。 

 

 
 

注：一部のシナリオでは、特定の補助ファイルを実行する際に注意を促すセキュリティ警告が表示される場合がありますが、安
全性に問題はまったくありません。「悪意のある」と分類されるすべてのファイルは、実際にはクリーンであり、どの環境にも
悪影響を与えません。 
 
 

はじめに 

プレゼンテーションの前に 
 
Cisco dCloud では、実際の対象者の前でプレゼンテーションを行う前に、アクティブなセッションを使用して、このドキュメント
のタスクを実施しておくことを強く推奨します。そうすることで、ドキュメントとコンテンツの構成に慣れることができます。 

場合によっては、環境を元の構成にリセットするため、このガイドのシナリオを完了した後に新しいセッションをスケジュール
する必要があります。 

プレゼンテーションを成功させるには入念な準備が不可欠です。 

1. 次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 
 

2. dCloud セッションを開始します（手順を見る）。 
 

 
 

3. 最適なパフォーマンスを得るには、Cisco AnyConnect VPN（手順を見る）およびラップトップのローカル RDP クライア
ント（手順を見る）を使用してワークステーションに接続します。 

注：セッションがアクティブになるまで最長で 10 分かかることがあります。 
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ワークステーション 1：198.18.133.36、ユーザ名：administrator、パスフレーズ：C1sco12345 
 

注：Cisco dCloud リモート デスクトップ クライアントを使用してワークステーションに接続することもできます（手順を見
る）。dCloud リモート デスクトップ クライアントは、最小限の操作でアクティブセッションにアクセスする場合に最適です。
ただし、この方法では、接続ができない場合や、パフォーマンスが悪い場合があります。 
 

 

 
 
 

ケーススタディ 

Aquae Flaviae 
 

Aquae Flaviae（AQF）社は、さまざまな場所（雪上、水上、アスファルト、ぬかるみ、空中など）での革新的な移動手段を提供す
る著名な企業です。本社は地中海地域にあります。AQF 社は 1935 年の創業以来、創造性重視や顧客中心の伝統をしっかり守って
きました。世界各地に製造施設を持ち、総従業員数は 7 万 2,500 人を上回っています。異彩を放ち、業界をリードする同社の製品
のポートフォリオには、スノーモービル、ウォータークラフト、オンロード/オフロードの車両、レクリエーションボート、ポン
ツーンボート、舶用推進システム、カートやレクリエーション エアクラフトのための高性能エンジンなどが含まれています。ま
た、顧客がこのような製品ラインナップを最大限に活用できるよう、専用のパーツ、アクセサリ、ウェアも販売しています。 

最近では、重要なビジネス分野への投資を進めるため、ほとんどのビジネスモデルにおいて、主な顧客およびサプライヤとのや
りとりを電子的に行うようになっており、社内外のさまざまな通信において電子メールが広く使用されています。従業員の業務
の大半も電子メールで行っています。ところが、最近の統計によると、世界全体でやりとりされている電子メールの 53% 以上が
スパムまたは何らかの種類の攻撃であるとのことです。そのため、同社では、電子メールの処理にかかる容量や時間を非常に気
にしており、それを削減したいと考えています。 
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実際に、ランサムウェア、フィッシングやスプーフィング、マルウェア攻撃などが社内のメールシステムに入り込む事例が増え
ており、最近では有名なドメインになりすまし、送信者を偽った電子メールがトップレベルの経営陣に送られてくる事案まで発
生しました。その結果、ビジネスメール詐欺（BEC）のような攻撃に対する防御を固めてブランドを保護することが最優先課題
になっています。AQF 社は高度な防御システムを実現する最新技術への投資を検討しています。最高情報セキュリティ責任者
（CISO）に就任したばかりの Luis Domingo 氏は、データ保護責任者も兼務しており、最近、すべての戦略的通信システムの見
直しを命じた際に、電子メールのことを最重要課題として取り上げました。現在のデータ主導型の世界において、プライバシー
侵害やデータ漏えいから組織を守り、顧客やパートナーを守るためです。 

『Radicati Secure Emai Gateway Market Quadrant 2018』や『2019 Forrester Wavetm: Enterprise Email Security』で報告さ
れているセキュアメールゲートウェイ（SEG）業界の大手企業を詳しく調べてみると、どちらの調査でも、E メールセキュリ
ティの分野で Cisco がリーダーに認定されていました。そのため、最先端の攻撃に対する防御性能を確立するために、Cisco E 
メールセキュリティ（CES）ソリューションを電子メール セキュリティ プラットフォームとして採用することになりました。 

ちなみに、AQF 社では現在 Microsoft Exchange を使用して社内外の電子メールのやりとりと通信をすべて管理していますが、1 
年前に Microsoft Exchange Online（EOL）つまり Office 365 向けのオンプレミス インフラストラクチャの使用中止を決行してい
ます。 

 
セキュリティソリューション 

 
AQF 社は既存の仮想プラットフォームで Cisco E メール セキュリティ ソリューションを実行することにしました。また、セ
キュリティを維持するために、次の Cisco E メールセキュリティ機能に投資しました。 

• 電子メールの送信元とコンテンツの検査 

• 高度なマルウェア防御 

• フィッシング対策の保護 

• 送信者の認証メカニズム 
 

目的 
 

このラボでは、昨今の高度な攻撃への対処に必要なセキュリティ管理を実装するための一連の演習を行います。電子メールは依
然として主要な攻撃ベクトルであり、AQF 社における電子メールの重要性を考えると、すべてのルートを十分に防御することが
不可欠です。厳密には必須ではありませんが、すべてのシナリオを順番に実行することをお勧めします。 
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シナリオ 1：悪意のある URL や疑わしい URL からの保護 
 

ユースケース 
 

AQF 社の広告部門では、製品の宣伝方法を改善するために、新しいキャンペーンに取り組むことを決定しました。これまでは、
すべての広告を一般的な IT 誌に限って掲載してきました。広告業務担当のディレクタは、サービスによる収益が若干減少したこ
とから、追加のリソースを投入し、製品とサービスに関する広告を家庭に確実に届けるようチームに依頼しました。 

また、IT 関係のオンラインの Web サイトやブログを使った宣伝方法をよりよく理解するために、いくつかの広告代理店に相談
しました。サンプル広告が複数のサイトに掲載され、それらの効果を確かめるため、毎週の統計情報が電子メールで広告マネー
ジャに送信されることになりました。ある日の午後、広告マネージャは、一見無害なメッセージ内のリンクをクリックします。
ブラウザで特定の Web サイトにリダイレクトされますが、コンピュータ上の重要なサービスを停止させる悪意のあるコードが
（知らないうちにバックグラウンドで）ダウンロードされます。このことが社内サポートチームに報告されると、感染したマシ
ンはすぐにネットワークから削除され、クレンジングとポスチャアセスメントが実施されました。プロセス全体は完了まで数日
を要しました。また、これによって URL フィルタリングテクノロジーの導入が促されました。 

 
目的 

 
このシナリオでは、Cisco セキュリティ プロキシ サービスを活用することで、マルウェアの感染源になったり社内ポリシーに
違反したりする可能性のある Web サイトへのアクセスをブロックし、電子メール内の禁止 URL に対する防御システムを構築
します。 

 
手順 

 
タスク：悪意のある URL を組み込んだ電子メールの送信 

 

このシナリオでは、社外ユーザの Ben から社内ユーザの Alan に短縮 URL を含む電子メールを送信します。URL のフィルタリ
ングポリシーの有無によって最終的な結果がどう変わるかを確認します。 

1. ワークステーションのタスクバーから Microsoft Outlook を起動し、次のパラメータで電子メールを作成します。 
 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： URL Filtering Test 

本文： https://bit.ly/2FPpLyp 

 

 
 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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2. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
3. Alan の受信トレイを調べて、メッセージの受信を確認します。疑わしいハイパーリンクを含むメッセージが、そのままの状

態で着信していることを確認できます。 

 
 

4. メッセージ内のハイパーリンクをクリックします。サイトにアクセス可能な状態でブラウザが起動します。これが悪意のあ
るコンテンツやフィッシングコンテンツを含むサイトであれば、リンクをクリックしたエンドユーザがリスクにさらされ、
相互接続されたデバイス間で悪影響が迅速に広がる可能性があります。 

 

 
 

次のタスクでは、エンドユーザを疑わしいコンテンツから常に保護できるように、「短縮 URL フィルタリング」機能を備えた 
Cisco E メールセキュリティを構成して、必要な制御を実装します。 

 
 

タスク：コンテンツフィルタの設定 
 

電子メールメッセージの中に含まれている疑わしい URL を特定して適切なアクションを実行する（つまり、URL をテキスト
メッセージに置き換えて、受信者が不正な Web サイトにアクセスできないようにする）ための新しいコンテンツフィルタを作成
します。 

1. ワークステーションで Google Chrome を起動します。ESA1 のブックマークをクリックし、次のログイン情報を使用してロ
グインします。 
ユーザ名：admin 
パスフレーズ：C1sco12345 

 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 10/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 

2. 認証に成功すると、Cisco E メールセキュリティのランディングページ（[マイダッシュボード（My Dashboard）]）が表示
されます。 

3. [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）] に移動して、[フィルタの追加
（Add Filter）] をクリックします。 

4. 条件とアクションを次のように設定します。 

 
名前： URL_Filter 

条件 1： - このラボシナリオでは条件は不要 

アクション 1： - [URLカテゴリ（URL Category）] > [ギャンブル（Gambling）] 
- [確認するURLの場所（Check URLs within）] > [すべて（メッセージの本文、件名、添付ファイル）

（All（Message Body, Subject and Attachments））] 
- [本文、件名 … URLに対するアクション（Action on URL … body and subject）] > [URLをテキスト

メッセージに置き換える（Replace URL with text message）] > [This is a prohibited URL] 
- [添付ファイルに含まれるURLに対して実行するアクション（Action performed for URL in 

Attachment(s)）]：[添付ファイルを削除（Strip Attachment）] 
- [カスタム置換メッセージ（Custom Replacement Message）]：This document contains malicious 

URL 
- [アクションの実行対象（Perform Action for）]：[すべてのメッセージ（All messages）] 
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5. [OK] をクリックします。 
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6. [送信（Submit）] をクリックしてアクションを適用します。 
 

タスク：受信メールポリシーの編集 
 

必要なコンテンツフィルタを設定した後にそのフィルタを使用するには、メールポリシーでそのフィルタを有効にする必要があ
ります。 

 
1. ESA1 の GUI で、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動します。[デ

フォルトポリシー（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックスをクリックします。 
 

 
 

2. 先ほどの手順で作成した [URL_Filter] コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 
 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成し、ポリシーを確認します。 
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4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 

 
 
 

タスク：短縮 URL フィルタリングの有効化 
 

このタスクでは、CLI セッションを使って、高度な Web セキュリティ設定の短縮 URL フィルタリングオプションを有効にし
ます。 

 
1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を

選択して、[開く（Open）] をクリックします。セキュリティ警告が表示されたら承認して続行します。 
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2. 前述のログイン情報を使用してログインします。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

3. ログインしたら、websecurityconfig コマンドを入力して Enter を押します。URL フィルタリングが [有効（Enabled）] の
状態であることを確認してください。変更が不要なら、Ctrl+C キーを押してこのコマンドを終了します。 

 

 
 

4. 同じ CLI セッション内で websecurityadvancedconfig コマンドを入力し、Enter を押します。すべての設定がデフォルト
値のままになるように Enter キーをさらに数回押し、Do you want to enable URL filtering for shortened URLs? オプショ
ンが Y に設定されていることを確認します。 

 

 
 

5. Enter キーをさらに数回押して、すべての設定をデフォルト値のままにします。 
 

6. 次に、outbreakconfig コマンドを入力して Enter を押します。アウトブレイクフィルタ有効になっていることを確認します。 
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7. setup と入力して設定をすべてデフォルト値のままにしておき、Do you wish to enable logging of URLs? に対して Y と入
力します。この設定により、URL フィルタリングルールのアクティビティの詳細がメールのログに出力されます。 

 
 

8. 設定を確認したら、commit コマンドを入力して変更が適用されていることを確認します。必要に応じて、任意でコメント
を追加します。Y と入力し、ロールバックのために現在の設定を保存します。 

 

 
 
 

タスク：URL フィルタリングのテスト 
 

前提条件となる構成が完了していれば、メッセージ本文に不正な URL が記載された同一の電子メールを社外ユーザの Ben から 
Alan に再送信することによって、URL フィルタリング機能をテストできます。 

1. PuTTy セッションを開いたまま、tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドを
バックグラウンドで実行したまま、次の手順に進みます。 
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2. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージ
を作成します。 

 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： URL Filtering Test 

本文： https://bit.ly/2FPpLyp 

 

3. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
4. CLI に切り替え、コンテンツフィルタによってメッセージがどう処理されたかを確認します。疑わしい URL が削除され、テ

キストメッセージに置き換えられているはずです。 
 

 
 

5. Alan の受信トレイに戻ると、URL が [This is a prohibited URL] というテキストメッセージに置き換えられていることがわか
ります。 

 
 
 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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タスク：添付ファイルの URL フィルタリングのテスト 
 

前提条件となる構成が完了していれば、メッセージの添付ファイルに不正な URL を含む電子メールを社外ユーザの Ben から 
Alan に送信することによって、添付ファイルの URL フィルタリング機能をテストできます。 

1. Microsoft Outlook で作業を続けます。Ben の受信トレイから、次のパラメータを指定して新しいメッセージを作成します。 
 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： URL Filtering - Attachment 

本文： URL Filtering - Attachment 

添付ファイル： URL-Inside.doc：デスクトップ上の dCloud Files > URL Filtering サブフォルダに保存 

 

 
 

 
 

2. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセ
スを手動で実行します。 

 
3. CLI に切り替え、URL_Filter コンテンツフィルタルールによって電子メールの添付ファイルがどう処理されたかを確認し

ます。 
 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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4. Alan の受信トレイに戻り、メッセージを開き、添付ファイルが削除されてテキストメッセージファイル（ATT00001.txt）に
置き換えられていることを確認します。 
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シナリオ 2：アウトブレイク フィルタリング 
 

ユースケース 
 

AQF 社のサービス部門は最近、小売セクター向けにカスタマイズされたサービスの新しいカタログを発表しました。このカタロ

グにより、同社のサポート部門が提供するさまざまな IT 製品の調達、利用、およびサポートが容易になります。カタログの発表

を後押しするため、電子メールを主な通信手段とする優れたマーケティングキャンペーンも行われました。 

マーケティングメールを送信するためにメーリングリストが使用されましたが、すべての返信は、キャンペーンに関するメトリッ
クを収集するマーケティング コーディネータに送信されました。マーケティング コーディネータは、一見安全な添付ファイルと 
URL を含んだ電子メールを受け取りましたが、その URL をクリックすると、感染したペイロードがパーソナルコンピュータに入
り込みました。会社のインフラストラクチャには複数のウイルス対策エンジンがインストールされていましたが、いずれのエンジ
ンもそのペイロードは検出できませんでした。 

 
目的 

 
このシナリオでは、アウトブレイクフィルタにより、大規模なウイルスアウトブレイクやより小規模なウイルス以外の攻撃
（フィッシング詐欺、マルウェア配信など）が発生した場合、組織がどのように保護されるかを示します。大半のマルウェア対策
セキュリティソフトウェアはデータが収集されてソフトウェアアップデートが公開されるまで新しいアウトブレイクを検出できま
せんが、アウトブレイクフィルタではそのようなことはありません。 

 
手順 

 
タスク：アウトブレイクフィルタの免責事項の作成 

 

Cisco E メール セキュリティ ソリューションでのポリシー設定では、テキストリソースが重要な役割を果たします。アウトブレ
イクフィルタでは、悪意のあるアクションの完了を阻止するポリシーがソリューションによって適用される際に、重要な情報と
フィードバックをユーザに表示できます。 

免責条項内では、より詳細な情報を提供するためにアクション変数を使用できます。たとえば、アウトブレイクフィルタでは、次
のアクション変数を利用できます。 

 

 
 

1. このタスクでは、アウトブレイクフィルタの免責事項を作成します。 
 

2. ESA1 の GUI で [メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）] に移動し、[テキストリソースの
追加（Add Text Resource）] をクリックします。 
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3. 新しい免責事項に OFDisclaimer という名前を付けます。 
 

4. タイプとして [免責事項テンプレート（Disclaimer Template）] を選択します。 
 

注：このタイプの免責事項では、HTML テキストとアクション変数を利用します。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を電子メールメッセージで使用した場合、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編集する場合は、HTML コードを手作業で記述することなくリッチテキストを入力できるリッ
チテキスト編集機能を備えた GUI を使用できます。 
 

5. 次のテキストを HTML ボックスに追加してください。 
 

 
 

6. ページを下にスクロールし、[送信（Submit）] ボタンをクリックして変更内容を保存します。 
 
 

タスク：アウトブレイクフィルタの設定 
 

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」）が含まれており、サイズが 143 KB の .exe ファイルが添付された疑わしい電子メールメッセージが
増加していることを、Cisco Talos が通知したと想定します。この条件に一致するメッセージに対応するため、脅威レベルを上げ
たアウトブレイクルールが公開されます。 

Cisco E メールセキュリティは、新しく公開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、デフォルトで 5 分ごとに
チェックし、ダウンロードします。このソリューションでは、疑わしいメッセージを隔離するためのしきい値が設定されます。
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。 

1. ESA1 の GUI で [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動し、アウトブレ
イクポリシーを編集してメッセージを変更します。[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）] 列の下にある [保持期間：
ウイルス1日（Retention Time: Virus 1 day）] というリンクをクリックし、[アウトブレイクフィルタ（Outbreak Filters）] 
ページを開きます。 
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2. [メッセージの変更（Message Modification）] セクションで [メッセージ変更を有効にする（Enable message modification）] 
にチェックマークを付けます。これはウイルス以外の脅威の検出（添付ファイルを除く）に必要です。 

 

 
 

3. [URLの書き換え（URL Rewriting）] が表示されるまでページを下にスクロールし、[すべてのメッセージで有効にする
（Enable for all messages）] を選択します。 

 
4. [脅威の免責事項（Threat Disclaimer）] で [OFDisclaimer] を選択します。 

 

 
 

5. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

6. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：アウトブレイクフィルタのテスト 
 

アウトブレイクフィルタの処理をデモンストレーションするために、Ben から Alan に電子メールを送信します。これは、前述の
トポロジに従って社外ユーザから組織内に送信されるメッセージをシミュレートしています。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 
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2. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次
の手順に進みます。 

3. デスクトップから Outlook を起動し、Ben のメールボックスから、次のパラメータを使用して電子メールを作成します。 
 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： Photos 

本文： Outbreak Filter Test 

添付ファイル： photo.voftest：デスクトップ上の Outbreak Filtering サブフォルダに保存 

 

 
 

4. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 

 
 

   

5. 先ほど開始した PuTTy シェルに移動し、メッセージが隔離された旨のログメッセージを探します。脅威レベルが 3 であるこ
とに注目してください。これは、メッセージが確認済みアウトブレイクの一部であるか、コンテンツに脅威となる中～高レベ
ルのリスクがあることを示しています。また、ウイルス対策エンジンによってどのようにウイルスが除去されたかにも注目し
てください。 

6. MID を書き留めておきます。メッセージに適用された最後のアクションが Quarantine（隔離）であることを確認してくだ
さい。 

 

 
 

注：添付ファイルには、アウトブレイクルール ID 190 に従って実際にシステムテストからアクションをトリガーするために十
分な情報が含まれています。[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）] でこ
れを確認してください。 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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7. Outlook クライアントに戻り、Alan の受信トレイをクリックします。メッセージは、以前に作成したコンテンツフィルタに
よって隔離されているため、表示されません。 

8. ESA1 の GUI に戻ります。[モニタリング（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）] に移動すると（メニューリストの末尾にスクロール）、メッセージがアウトブレイク隔離エリアに
格納されていることがわかります。 

 

 
 

9. [メッセージ（Messages）] 列の値をクリックしてメッセージを表示し、メッセージが隔離された理由を確認します。 
 

 
 
10. 件名ヘッダーを確認して、メッセージにチェックマークを付け、[解放（Release）] ボタンをクリックします。 

 

 
 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 24/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

11. メッセージが表示されたら、[確認（Confirm）] をクリックしてアクションを確定します。 
 

 
 

12. Outlook クライアントに戻り、メールボックスを手動で同期すると、メッセージが Alan の受信トレイに表示されます。件
名ヘッダーにはポリシーに従った前文が追加され、ファイルの本文にも警告情報が記載されて、受信者の注意を喚起して
います。 
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シナリオ 3：偽装電子メール検出 
 

ユースケース 
 

ビジネスリーダーが、次世代の Internet of Things（IoT）の課題について話し合う会議を開催しました。次世代の IoT では、接
続されるデバイスが急増し、セキュリティ上の課題が発生すると予想されるため、AQF 社の顧客やそのパートナーはこのよう
な問題に今後数年間で対処していかなければならない可能性があります。AQF 社では、これを現行の製品で市場シェアを拡大
するための絶好の機会と見なし、ビジネス開発チームの主要メンバーに参加を義務付けました。何社かの市場調査企業の担当
者が出席しましたが、重要な裏付け情報は会議後に電子メールで配信される予定でした。 

会議から戻った業務担当ディレクタは、期日を過ぎた請求書の即時支払いを要求する電子メールを受信したと報告しました。
その要求について詳しく調べたところ、その信憑性に関して追加の確認が必要になり、後にこの要求は正当なものではないこ
とが判明しました。 

 
目的 

 
このシナリオでは、偽装電子メール検出（FED）機能により、フィッシング攻撃の標的となる特定のユーザやグループ（通
常、会社のアクセス、信託、財務において高次の管理権限を持つエグゼクティブ）がどのように攻撃から保護されるかを示し
ます。標的型の脅威の量が少ない場合は、検出が難しくなることがあります。電子メールの偽装（スプーフィング）は簡単で
す。社内 LAN または社外環境から、トロイの木馬を使用して実行できます。偽装メールはスパムやフィッシング活動で頻繁に
使用されます。 

 
手順 

 
タスク：偽装メールの送信 

 

このタスクでは、偽造の疑いがある電子メールがどのように表示されるか、またそのような電子メールの作成や送信がどれほ
ど簡単かを示します。標的のメールボックスに届いたメッセージは、一見すると正当な送信者から送信された電子メールのよ
うに見えます。 

1. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben のメールボックスから、次のパラメータを使用して新しいメッ
セージを作成します。 

 

送信元： crobbins@cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： FED Test 

本文： FED Test 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:crobbins@cisco.com
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2. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
3. Alan の受信トレイを調べて、メッセージの受信を確認します。最初は実際に Chuck Robbins から送信されたように見えます。 

 
 
 

タスク：用語のコンテンツディクショナリの作成 
 

望ましくない動作に対処する最初のタスクは、知名度の高く、このタイプの攻撃の標的となる可能性が高い人物の名前を含むコ
ンテンツディクショナリを作成することです。 

コンテンツディクショナリは、ソリューションの「本文スキャン」機能と連携して動作する用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とメッセージフィルタの両方に利用できます。また、ディクショナリを使用して、ディクショナリに含
まれる用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するよう定義することもできます。このタスクでは、組織内で標的となる可能性がある人
の名前が一覧表示されるコンテンツディクショナリを作成します。 

1. ESA1 の GUI で表示されるウィンドウから [メールポリシー（Mail Policy）] > [ディクショナリ（Dictionaries）] に移動し、
[ディクショナリの追加（Add Dictionary）] をクリックします。これにより、特定されたユーザの名前でカスタムディクショ
ナリが作成されます。 

2. ディクショナリに次の情報を追加します。 
 

名前： Execs 

用語を追加： crobbins  
chuck robbins  
CEO 
CFO  
CIO  
CISCO 

 

 
 

注：ディクショナリに複数の用語を追加する場合は、各用語を改行で区切ってください。 
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3. [追加（Add）] ボタンをクリックして、用語をディクショナリに追加します。 
 

 
 

4. [送信（Submit）] をクリックしてディクショナリを作成します。 
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5. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：免責事項テンプレートの作成 
 

このタスクでは、電子メールメッセージ内に不整合が存在する可能性がある場合、そのことを電子メールの受信者に警告するカ
スタムテキストを作成します。 

1. [メールポリシー（Mail Policies）] > [テキストリソース（Text Resources）] に移動し、[テキストリソースの追加（Add Text 
Resource）] をクリックします。 

2. 新しい免責事項に SpoofWarning という名前を付けます。 

3. タイプとして [免責事項テンプレート（Disclaimer Template）] を選択します。 

4. 次のテキストを HTML ボックスに追加してください。 

 
 

5. [送信（Submit）] ボタンをクリックします。 
 
 

タスク：コンテンツフィルタの設定 
 

先ほどのシナリオのアウトブレイクフィルタと同様に、コンテンツフィルタを使用すると、ポリシーできめ細かくコンテンツを
識別できます。このタスクでは、新しいコンテンツフィルタを作成し、先ほどの手順で作成したコンテンツディクショナリを使
用します。 

1. [メールポリシー（Mail Policy）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）] に移動して、[フィルタの追加
（Add Filter）] をクリックします。条件とアクションを次のように設定します。 

 

名前： FED_Spoof 
条件 1： [偽装電子メール検出（Forged Email Detection）] > [コンテンツディクショナリ（Content Dictionary）]：

[Execs] > [類似性スコア（Similarity score）]：70 
アクション 1： [ヘッダーの追加と編集（Add/Edit Header）] > [ヘッダー名（Header Name）]：Subject > [既存ヘッダー 

… 前に追加（Prepend … Existing Header）]：[Possibly Forged] 
アクション 2： [免責事項テキストの追加（Add Disclaimer Text）] > [選択（Choose）]：[前述のメッセージ（見出し）

（Above message（Heading））] > [免責事項テキストの選択（Select Disclaimer Text）]：[SpoofWarning] 
アクション 3： [偽装電子メール検出（Forged Email Detection）] 
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2. [OK] をクリックします。 
 

 
 

3. [OK] をクリックします。 
 

 
 

4. [OK] をクリックします。 
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5. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成します。 
 
 

タスク：受信メールポリシーの編集 
 

最後のタスクはデフォルトの受信メールポリシーを変更して、コンテンツフィルタを有効にすることです。 
 

1. [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動して、[デフォルトポリシー
（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックス内をクリックします。 

 
2. 先ほどの手順で作成した FED_Spoof コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 

 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成します。 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の
確定（Commit Changes）] をクリックします。 

 
5. 最後に、デフォルトポリシーに FED_Spoof が追加されていることを確認します。 
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タスク：偽装電子メール検出のテスト 
 

構成が完了していれば、このシナリオで実行した最初のタスクを繰り返してまったく同じ文面のメッセージを再送信すること

で、偽装電子メール検出機能をテストできます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 

2. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次
の手順に進みます。 

3. Microsoft Outlook に戻り、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージを作成します。 
 

送信元： crobbins@cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： FED Test 

本文： FED Test 

 

4. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

5. Alan の受信トレイを調べて、メッセージの受信を確認します。一見すると crobbins から実際に送信されたように見えます
が、最初のタスクで確認したものと比べて、今回はいくつかの変更点が明確に認められます。 

6. まず、偽装メッセージのフレンドリ送信元のヘッダーがエンベロープ送信者に置き換えられています。 
 

 
 

mailto:crobbins@cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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7. 件名ヘッダーも修正されています。追加のカスタムテキストが前に追加されています。これによりメールの受信者は、受信
メッセージに不審な点が少しでもあればすぐに気付きます。次に、メッセージを開くと、このメッセージに対応する際は注
意するよう促す免責事項が追加されています。 

 

 
 

8. CLI ウィンドウに戻り、このタイプのメッセージが FED サービスによってどのように処理されるかを確認します。 
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シナリオ 4：マクロ検出 

ユースケース 
 

AQF 社は最近、州政府が新たに創設した公共組織を新しい顧客とし、取引を開始しました。この組織は今後重要な顧客となる可
能性があるため、セールスチームはすべての受注を迅速に処理することを強く求めています。以前のパートナーとの取引では処理
の後れが発生し、別のパートナーを探さなければならなかった経験もあったため、今回はそのようなリスクを防ぎたいと考えてい
ます。 

新しい顧客の平均オンボーディング時間は 5 ～ 10 営業日です。これには、顧客をクレジットシステムに登録し、（顧客をオンラ
インポータルに登録して、インターネットでアクセスできるようにする前に必要となる）社内の法務チームによるデューデリジェ
ンスを完了することが含まれます。 

さらなる遅延によるビジネス損失を防止するため、地域顧客担当ディレクタはその顧客が戦略的に重要であることを理由にプロセ
スの迅速化を求め、当面の間はすべての受注を電子メールで受け取るように要請しました。最初の 2 日間は、SO アナリストに電
子メールで送信された注文に問題はありませんでした。しかし 3 日目の午前中、Microsoft Excel ファイルが添付された電子メー
ルが届き、それを開いたところ直後にローカルホストが不安定になりました。社内サポートチームによる詳細な調査の結果、問題
のドキュメント内にあるマクロは TrojanDownloader: W97M/Adnel に感染しており、ドキュメントを開いたことでそれが一気に拡
散し、コンピュータが動作不能に陥ったことを突き止めました。ただちに、マクロが有効化されたファイルが添付されたメッセー
ジは今後受け取らないようにすることが決まりました。 

 
目的 

 
Cisco E メール セキュリティ ソリューションにより、添付ファイルのフィルタ処理、高度なマルウェアの検出、添付ファイルに
潜むマクロベースの脅威のスキャンが可能になります。マクロ検出機能は、コンテンツフィルタやメッセージフィルタを使用し
て、こうしたマクロを検出できるように設計されています。今回のシナリオでは、悪意のあるマクロが組み込まれている可能性の
あるファイルを削除するため、Cisco E メールセキュリティでマクロ検出機能を設定する手順を実行します。 

 

手順 
 

タスク：コンテンツフィルタの設定 
 

他のラボシナリオと同様に、コンテンツフィルタはポリシーできめ細かくコンテンツを識別するために役立ちます。このタスクで
は、ドキュメント内のマクロを識別して電子メールメッセージから削除するための新しいコンテンツフィルタを作成します。 

1. ESA1 の GUI にアクセスし、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）] に
移動して、[フィルタの追加（Add Filter）] をクリックします。 

 
2. 条件とアクションを次のように設定します。 

 

名前： Macro_Detection 

条件 1： - このラボシナリオでは条件は不要 

アクション 1： - [マクロを含む添付ファイルの削除（Strip Attachment with Macro）] > [利用可能なファイルタイプ
（Available File Types）] > [Microsoft Officeファイル（Microsoft Office Files）]、[OLEファイルタイ
プ（OLE File Types）] 

- [カスタム置換メッセージ（任意）（Custom Replacement Message (Optional)）]：MACRO 
DETECTED 
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3. [アクションを追加（Add Action）] をクリックします。 
 

 
 

4. [OK] をクリックします。 
 

 
 

5. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成します。 
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タスク：受信メールポリシーの編集 
 

最後のタスクはデフォルトの受信メールポリシーを変更して、コンテンツフィルタを有効にすることです。 
 

1. ESA1 の GUI にアクセスします。[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移
動して、[デフォルトポリシー（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックス内をクリックします。 

2. 先ほどの手順で作成した Macro_Detection コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 
 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成し、ポリシーを確認します。 
 

 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：マクロ検出のテスト 
 

全体の構成が完了していれば、マクロが組み込まれたファイルを電子メールに添付して社外ユーザの Ben から Alan に送信するこ
とによって、マクロ検出機能をテストできます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 

 
2. ユーザ名に admin、パスフレーズに C1sco12345 を使用して、CLI セッションにログインします。 

 
3. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次

の手順に進みます。 

4. Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージを作成します。 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 36/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： Macro Detection Test 

本文： Macro Detection Test 

添付ファイル： ExcelMacro.xls.safe：デスクトップ上の Macro Detection サブフォルダに保存 

 

 
 

5. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセ
スを手動で実行します。 

6. メッセージを開き、添付ファイルが削除されてテキストメッセージ（ATT00001.txt）に置き換えられていることを確認し
ます。 

 
 

7. ESA1 の CLI に戻り、基盤となるメール処理が実行されていることと、そのファイルが削除された理由を確認します。MID 
を書き留めます。 

 

 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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シナリオ 5：グレイメール検出 
 

ユースケース 
 

AQF 社では、Cisco E メール セキュリティ ソリューションに投資したことによってスパムとして分類されるメッセージの量が著
しく減少し、最近の社内調査で大半のユーザから高い満足度が報告されています。複数のセキュリティ対策の実装後、電子メー
ルメッセージ内の脅威の制御が大幅に改善され、報告されるインシデントも急減しました。 

しかし、一部のユーザから、サインアップした企業 Web サイトからメッセージがいつまでも送られてくるという苦情が出ていま
す。たとえば、ある企業顧客担当マネージャには Netflix から電子メールが定期的に届いています。当初は希望して登録したサー
ビスでしたが、現在ではそのメーリングリストから削除してもらうか、少なくとも受信トレイ内で適切に分類されるようにし、
大量に届く電子メールを整理しやすくしたいと考えています。 

 
目的 

 
グレイメールメッセージとはスパムの定義に適合しない迷惑メッセージのことで、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の通知などが含まれます。これらのメッセージは、ある時点では有用であったものの、その
後、エンドユーザがメッセージの受信を希望しなくなるまで価値が低下しています。 

グレイメールとスパムの違いですが、スパムはエンドユーザがサインアップしていないメッセージであるのに対して、グレイ
メールはどこかの時点で電子メールアドレスを自分で提供しています（エンドユーザがニュースレターや e- コマースサイトに登
録した、会議で連絡先情報を提供した、など）。 

このシナリオでは、Cisco E メール セキュリティ ソリューションによってグレイメールのメッセージがどのように分類および処
理されるかを、シミュレーションを使って示します。 

 

注：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。グレイメール スキャン エンジンはベース オペレー
ティング システムの一部ですが、登録解除サービスを使用するには追加のライセンスが必要です。 
 

 

手順 
 

タスク：グレイメールの分類のカスタマイズ 
 

このタスクではグレイメールの分類を確認し、若干変更します。 
 

1. ESA1 の GUI にアクセスし、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動し
ます。デフォルトポリシーの [グレイメール（Graymail）] ボックス内をクリックして、グレイメール設定を起動します。 
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2. [はい（Yes）] をクリックして、このポリシーのグレイメール検出を有効にします。 

 

 
 

3. [マーケティングに対するアクション（Action on marketing）]、[ソーシャルネットワークに対するアクション（Action on 
social network）]、[バルクメールに対するアクション（Action on bulk email）] にそれぞれチェックを入れます。 

 

 
 

4. [送信（Submit）] をクリックして変更を適用します。 
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5. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：グレイメールのシミュレーション 
 

このタスクでは、グレイメールエンジンの効果を確認するために、エンジンによってバルクメールに分類される Netflix のメッ
セージの送信と処理をシミュレートします。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 

 
2. ユーザ名に admin、パスフレーズに C1sco12345 を使用して、CLI セッションにログインします。 

 
3. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次

の手順に進みます。 

4. ワークステーションのデスクトップから dCloud File > Graymail_Detection の順にフォルダを開き、graymail-exec.bat 
ファイルがあることを確認します。このバッチファイルをダブルクリックします。 

 

 
 

5. CLI に移動し、グレイメールエンジンがこのタイプのメッセージをどのように分類するかを確認します。 
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6. デスクトップから Outlook クライアントに戻り、メールボックスを同期します。Flash Sale からのメッセージが Alan の受信
トレイに表示されます。先ほどのタスクによって件名ヘッダーが変更されています。 

 

 
 

 
  

 
 

注：この機能の 2 つ目の部分は登録解除です。この機能により、エンドユーザは登録解除サービスを使用して不要なメッセージ
の登録を容易に解除できます。 
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シナリオ 6：高度なマルウェア防御（AMP） 
 

ユースケース 
 

最近、あるサードパーティ金融会社が、次世代データセンター機器に投資したいと考えている州内の企業向けに、利率を優遇し
たクレジットを提供するキャンペーンを開始しました。キャンペーンの電子メールは、過去 12 ヵ月間の支払い総額が大きいエ
コパートナーすべてに送信されました。AQF 社もこの中に含まれています。マーケティングアシスタンスは、あるキャンペーン
メールを受信しますが、悪意のあるペイロードが含まれていることには気付きませんでした。マーケティングアシスタンスのコ
ンピュータはウイルスに感染し、一時的に動作しなくなりました。インストールされているウイルス対策ソリューションは適切
に設定されており、シグネチャの更新もソフトウェア開発者の推奨に従って行われていました。防御層は従来型とはいえ強固で
したが、脅威を防ぐことはできませんでした。 

 
目的 

 
このシナリオでは、AMP のファイルレピュテーション機能とファイル分析機能をデモンストレーションします。ファイルのレ
ピュテーションを確認した後、そのファイルを分析のために Cisco AMP クラウドに送信し、判定を受けます。判定結果を入手す
るためにファイルを送信している間、受信者への電子メールメッセージは隔離エリアに保持されます。 

 
手順 

 
タスク：AMP ポリシーの編集 

 

最初にデフォルトのポリシーを編集し、Cisco AMP クラウドに分析目的で送信されたファイルが添付されていた元のメッセージ
に適用されるアクションを変更します。 

1. ワークステーションから ESA1 の GUI にアクセスし、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming 
Mail Policies）] に移動して、[デフォルトポリシー（Default Policy）] の [高度なマルウェア防御（Advanced Malware 
Protection）] セクション内をクリックします。 

 
 

2. [ファイル解析（File Analysis）] が有効になっていることを確認します。これにより、対象ファイルのうち判定結果が未知の
ものは、エキスパートによる分析と脅威スコアの生成のためにシスコのクラウド解析サービスにリダイレクトされます。 
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3. [マルウェアが含まれるファイルが添付されているメッセージ（Message with Malware Attachments）] が表示されるまで下
にスクロールし、[メッセージに適用するアクション（Action Applied to Message）] として [メッセージの削除（Drop 
Message）] を選択します。 

 

 
 

4. [ファイル分析が保留中のメッセージ（Message with File Analysis Pending）] セクションで、[メッセージに適用するアク
ション（Action Applied to Message）] が [隔離（Quarantine）] になっていることを確認します。 

 

 
 

5. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

6. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：悪意のあるファイルの作成 
 

このタイプの分析をシミュレートするため、クリーンファイルを生成し、組織が受信する電子メール内で使用します。このファ
イル自体には悪影響を与える機能はありませんが、Cisco AMP ファイルは、この悪意のあるテストファイルを処理し、悪意のあ
るペイロードを含んでいる場合と同じアクションを実行します。 

1. ワークステーションのデスクトップに移動し、dCloud Files というフォルダを見つけて開き、AMP というサブフォルダを
開きます。 

2. Make Malware.bat ファイルをダブルクリックして開きます。確認を求めるメッセージが表示されたら、[実行（Run）] ボタ
ンをクリックしてください。正常に実行されると、malware.exe という 2 つ目のファイルが生成されます。 
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タスク：疑わしいファイルが添付されたメッセージの送信 
 

悪意のあるペイロードを含むファイルによってファイルを生成したら、malware.exe を添付して Ben から Alan にメッセージを
送信します。これにより、AMP エンジンがトリガーされ、必要な判定結果が出力されます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 

 
2. ユーザ名に admin、パスフレーズに C1sco12345 を使用して、CLI セッションにログインします。 

 
3. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次

の手順に進みます。 

4. Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージを作成します。 
 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： AMP Test 

本文： AMP Test 

添付： malware.exe（デスクトップ上の dCloud Files > AMP サブフォルダに保存）を添付します。 

 

 
 

5. メッセージを送信します。Microsoft Outlook で、安全ではないファイルに関する警告が表示されるので、[はい（Yes）] を
クリックしてこの警告を無視します。 

 
6. [フォルダを送受信（Send/Receive All Folders）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセスを手動で実行します。 

 
 

タスク：AMP のモニタリング 
 

1. ESA1 の CLI セッションに移動し、ログがスクロールするまで待ちます。新しいアクティビティによって画面の表示が更新
されるまでにしばらく時間がかかる場合があります。ここで最初に注目すべき点は、スパム対策エンジンとウイルス対策エ
ンジンが判定を行うと何が起こるかということです。 

2. 以下のログで強調表示されている行とその前の行は、ファイルレピュテーションの判定を示しています。判定が 
UNKNOWN（未知）であるため、ファイルは詳しく分析するために送信されます。また、このとき SHA256 が割り当てら
れていることにも注目してください。 
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3. MID を書き留めます。 
 

 
 

4. 次に注目すべき点は、最終的な判定が出力されるまでにファイルに何が起こるかということです。 
 

 
 

 
 

 

5. [モニタリング（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）] 
に移動します。AMP ファイル レピュテーション サービスから判定結果が出力されるまで、設定済みの AMP ポリシーに
従ってメッセージが隔離されます。 

 

 
 

6. [モニタリング（Monitor）] > [AMPファイル分析（AMP File Analysis）] に移動します。[中間判定（Interim Disposition）] に
示されているように、ファイルの分析はまだ完了していません。 

 
 

7. 15 分以上待ってから、CLI セッションに戻り、最新の判定を確認します。分析のためにファイルが送信されてから判定が出
力され、最後に最終アクションが実行されるまでにかかる時間を書き留めます。 

 

注：判定が出力されるまでに 15 ～ 20 分程度かかる場合があります。CLI ウィンドウを実行したまま次の手順に進むか、しばら
くお待ちください。 
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8. ESA1 の GUI に戻り、[モニタリング（Monitor）] > [AMPファイル分析（AMP File analysis）] を選択します。ここにも
判定が表示されています。 

 

 
 

9. [SHA] をクリックすると、認識された脅威の詳細情報とファイルに割り当てられているさまざまな脅威レベルが表示され
ます。 

 

 
 

10. 最後に、分析全体の詳細情報を確認するため、Cisco AMP Threat Grid へのリンクをクリックします。 
 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 46/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 
 

11. Cisco AMP Threat Grid ポータルにリダイレクトされ、このファイルが悪意のあるものであると言える原因の詳細な分析結果
を確認できます。 

 

 
 
 

タスク：クリーンファイルを使用したメッセージの送信 
 

改善された AMP の事前分類エンジンにより、エンドユーザを侵害しかねない動的コンテンツがファイルに含まれる場合に、送信
して分析と早期の判断を行う必要のあるファイルの数を、Cisco E メール セキュリティ ソリューションで大幅に削減できます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 

 
2. ユーザ名に admin、パスフレーズに C1sco12345 を使用して、CLI セッションにログインします。 

 
3. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次

の手順に進みます。 

4. Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージを作成します。 
 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： AMP Pre-classification Test 

本文： AMP Pre-classification Test 

添付： Text_File.txt ファイル（デスクトップ上の dCloud Files > AMP サブフォルダに保存）を添付します。 
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5. メッセージを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive All Folders）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロ
セスを手動で実行します。 

 
 

タスク：テキストファイルに対する AMP アクションのモニタリング 
 

このタスクでは、Cisco E メールセキュリティ（特に、強化された AMP の事前分類エンジン）によって、プレーンテキストファ

イルがどのように処理されるかを示します。 

1. ESA1 の CLI セッションに移動し、ログがスクロールするまで待ちます。新しいアクティビティによって画面の表示が更新
されるまでにしばらく時間がかかる場合があります。ここで最初に注目すべき点は、スパム対策エンジンとウイルス対策エ
ンジンが判定を行うと何が起こるかということです。 

2. 以下のログで強調表示されている行とその前の行は、ファイルレピュテーションの判定を示しています。判定が LOWRISK
（低リスク）であるため、ファイルは詳しく分析するために送信されることはなく、同じ受信メールポリシーの残りの検査
レイヤにただちに転送されます。 
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3. tail mail_logs コマンドを終了するには、Ctrl+C キーを押します。 
 

4. 同じ CLI セッションで tail amp コマンドを入力し、Enter を押します。AMP のログは、AMP クラウドからクエリが返信さ
れたことと、このテキストファイルはアクティブコンテンツや動的コンテンツが存在しないと判定されたため、分析のため
にアップロードされないことを示しています。 

 
 

5. Alan の受信トレイに移動し、[フォルダを送受信（Send/Receive Folders）] ボタンをクリックするか、F9 キーを 2 ～ 3 回
押して、メールクライアントを同期します。 

 
6. 判定結果が LOWRISK（低リスク）に設定されているため、Text_File.txt が添付された電子メールは Alan のメールボックス

に配信されますが、これは想定内の動作です。 
 

 
 

7. ESA1 の GUI に戻り、[モニタリング（Monitor）] > [高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）] レポートに移
動すると、AMP が処理したファイルの概要に LOWRISK（低リスク）という判定結果のインシデントが記録されています。 

 

 
 
 

タスク：しきい値スコアの編集 
 

このタスクでは、Cisco E メールセキュリティの高度なマルウェア防御（AMP）機能で、許容できるファイル分析スコアの上限
値を設定する方法を示します。カスタムスコア範囲に入っているファイルはブロックされ、AMP レポートの [受信マルウェア脅
威ファイル（Incoming Malware Threat File）] セクションで [カスタムしきい値（Custom Threshold）] として処理されます。 
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1. ESA1 の GUI で [セキュリティサービス（Security Services）] に移動し、[ファイルレピュテーションと分析（File 
Reputation and Analysis）] をクリックします。[グローバル設定を編集（Edit Global Settings）] をクリックします。 

 
 

2. [しきい値設定（Threshold Settings）] セクションを展開します。[カスタム値を入力（Enter Custom Value）] を選択し、50 
と入力します。 

 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：不明なファイルが添付されているメッセージの送信 
 

作成したばかりのファイルを添付したメッセージを Ben から Alan に送信します。これにより、AMP レピュテーションスキャン
がトリガーされ、必要な判定結果が出力されます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 

2. ユーザ名に admin、パスフレーズに C1sco12345 を使用して、CLI セッションにログインします。 

3. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次
の手順に進みます。 

4. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージ
を作成します。 
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送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： Custom Threshold Test 

本文： Custom Threshold Test 

添付： custom.pdf ファイル（デスクトップ上の dCloud Files > AMP サブフォルダに保存）を添付します。 

 

 
 

 
5. メッセージを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive All Folders）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロ

セスを手動で実行します。 
 
 

タスク：添付ファイルに対する AMP アクションのモニタリング 
 

このタスクでは、Cisco E メール セキュリティ ソリューション（特に、AMP レピュテーション クラウド サービス）でこの添付
ファイルがどう処理されるかを示します。 

1. ESA1 の CLI セッションに移動し、ログがスクロールするまで待ちます。 
 

2. 以下のログで強調表示されている行とその前の行は、ファイルレピュテーションの判定を示しています。MALWARE（マル
ウェア）であるため、そのメッセージは AMP によってすぐに削除されます。 
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3. tail mail_logs コマンドを終了するには、Ctrl+C キーを押します。 
 

4. 同じ CLI セッションで tail amp コマンドを入力し、Enter を押します。 
 

5. AMP ログによって、AMP クラウドから出力されたレピュテーションスコアのクエリ結果を確認できます。ファイルの判定
結果はすでにファイル分析サーバに存在するので、分析のためにアップロードする必要はありません。 

6. ファイル分析スコアがカスタムしきい値スコア（50）を超えているので、このファイルが添付されたメッセージは、メール
ポリシーに基づいて AMP によってすぐに削除されます。 

 

 
 

7. ESA1 の GUI セッションで [モニタリング（Monitor）] > [高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）] レポー
トに移動すると、[悪意のある受信ファイル（カテゴリ別）（Incoming Malicious Files by Category）] の概要にカスタムしき
い値のインシデントが記録されています。 
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8. このレポートページで、下にスクロールして [悪意のある受信脅威ファイル（Incoming Malicious Threat Files）] セクション
を探します。 

 

 
 

9. [SHA] をクリックすると、認識された脅威の詳細情報とファイルに割り当てられている動作指標が表示されます。 
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シナリオ 7：DomainKeys Identified Mail（DKIM） 
 

ユースケース 
 

Luis の部門で、電子メール通信インフラストラクチャのセキュリティに関する詳しいアセスメントを実施しました。特に懸念と
なった点は、3 ヵ月にわたり、特定の従業員を標的として発生しているフィッシング攻撃の数でした。エンドユーザの認識が高
まりトレーニングの数も増えたおかげで、偽装の可能性があるメッセージを見分ける従業員の能力が向上しましたが、セキュリ
ティをさらに強化することが決定されました。このために同社は、Sender Policy Framework（SPF）、Domain Keys Identified 
Mail（DKIM）、Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance（DMARC）といった技術をさらに展開するこ
とにしました。 

SPF はとりわけ簡単に展開できる技術ですが、メッセージングチームは、メッセージング インフラストラクチャが広範囲にわた
ることを考えると、自社ドメインにとっての正当な電子メールソースすべてを十分に認識できていないのではないかと懸念を抱
いていました。 

メッセージング インフラストラクチャは AQF 社に代わって電子メールを送信する複数のサードパーティ関連会社によって運用
されており、メッセージには通常、ニュースレターや特別なプロモーションのほか、暗号化することもある機密メールも含まれ
ています。こうした幅広い使用状況とメールのトラフィックを中断させないようにすることを考慮して、外部にまったく依存し
ない DKIM の導入が決定されました。パスに基づく技術である SPF とは異なり、DKIM ではメッセージに署名することで信頼性
を保証しています。 

 
目的 

 
簡単に言うと、DKIM では、メッセージの送信者を認証する暗号化スタンプが使用されます。DKIM を使用すると、電子メールの
メッセージヘッダーに、公開キーと秘密キーのペアであるデジタル署名が挿入されます。 

こうしたペアの公開キーは、パブリックでアクセス可能な DNS のテキストレコード内で公開されています。Cisco E メールセ
キュリティは電子メールから送信ドメインを抽出し、DNS のテキストレコードから公開キーを取得して、メッセージの内容に対
して署名を検証することでメッセージを認証します。Cisco E メールセキュリティの管理者は、その結果に基づいて削除、隔
離、管理者への通知といったアクションを実行できます。 

このシナリオでは、DKIM の署名により、暗号化ハッシュを電子メール全体に追加することで、電子メールの内容（本文とヘッ
ダーの両方）のスプーフィングをどのように防ぐことができるかを示します。送信メールが DKIM 検証に合格した場合、電子
メールの受信者は、電子メールが転送中に不正な目的で変更されていないことを確信できます。 

 
手順 

 
タスク：DKIM キーペアの設定（送信者：ESA2） 

 

最初のタスクでは、送信メッセージの署名に使用する公開キーと秘密キーのペアを生成します。公開キーは DNS の TXT レコー
ドで公開されます。また、秘密キーは保存され、送信メッセージに署名する際に Cisco E メールセキュリティで利用可能になり
ます。 

1. Chrome ブラウザで、ESA2 ブックマークをクリックし、次のログイン情報を使用して ESA2 の GUI にアクセスします。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
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2. [メールポリシー（Mail Policies）] > [署名キー（Signing Keys）] に移動し、[キーの追加（Add Key）] をクリックします。
キーに DKIM_Key という名前を付けます。[生成（Generate）] を選択して、1024 ビットのキーサイズを選択します。 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

 
 
 

タスク：DKIM 署名プロファイルの作成（送信者：ESA2） 
 

このタスクでは、電子メールのどの部分を署名プロセスに含めるかを特定します。メッセージの本文全体、または電子メール
ヘッダーの特定のフィールドのみを指定できます。先ほどのタスクで作成したキーペアがセレクタによって参照されることで、
DKIM の検証機能がキーを区別できるようになります。プロファイルで定義したドメインに一致するすべての送信メッセージが
署名され、DKIM の署名が挿入されます。 

1. 先ほどのタスクの ESA2 の GUI を引き続き使用します。[メールポリシー（Mail Policies）] > [署名プロファイル（Signing 
Profiles）] に移動し、[プロファイルの追加（Add Profile）] をクリックします。このプロファイルの名前を DKIM_Profile と
入力し、[ドメインキータイプ（Domain Key Type）] で [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。 
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2. [ドメイン名（Domain Name）] に dcloud-out.cisco.com と入力し、[セレクタ（Selector）] に lab と入力します。ヘッダー
と本文の両方の標準化オプションを [シンプル（Simple）] のままにし、ドロップダウンリストからカスタムの署名キー 
[DKIM_Key] を選択します。 

 
 

3. その他のオプションはデフォルト設定のままにします。[ユーザの追加（Add Users）] ボックスに dcloud-out.cisco.com と
入力し、[追加（Add）] をクリックして、このドメインを作成中のプロファイルに追加します。 

 

 
 

4. [送信（Submit）] をクリックし、変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入
力し、再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 

 
5. 新しい署名プロファイルの [DNSテキストレコード（DNS Text Record）] 列で [生成（Generate）] のリンクをクリックし、

DNS のテキストレコードを表示します。 
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6. DNS のテキストレコードをコピーします。次に実行するタスクで、送信ドメインに属している DNS サーバに新しい TXT レ
コードを作成するために、そのコピーを使用する必要があります。 

 

 
 

7. レコードをコピーしたら、[完了（Done）] をクリックします。 
 
 

タスク：DKIM レコードの作成（送信者：ESA2） 
 

DKIM レコードには、電子メールの署名に使用する暗号キーの公開部分が含まれています。受信者は、このレコードを使用し、
送信サーバから受信したメッセージが有効であることを確認します。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある RDC を起動します。[コンピュータ（Computer）] に ad-out.dcloud-
out.cisco.com と入力して [接続（Connect）] をクリックし、DNS サーバにリモートからアクセスします。 

 

 
 

2. 以下のログイン情報を使用してログインします。セキュリティ警告が表示されたら承認して続行します。ログイン後、デス
クトップ上の [DNS] アイコンをクリックして DNS マネージャのインターフェイスを起動します。 

ユーザ名：DCLOUD-OUT\Administrator 

パスフレーズ：C1sco12345 
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3. [前方ルックアップゾーン（Forward Lookup Zones）] をダブルクリックし、[dcloud-out.cisco.com] を選択します。右クリッ
クして、リストから [他の新しいレコード（Other New Records）] を選択します。 

 
 

4. ドロップダウンリストを最後までスクロールして [テキスト（TXT）（Text (TXT)）] を選択し、[レコードの作成…（Create 
Record …）] をクリックします。 
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5. [レコード名（Record Name）] に lab._domainkey と入力して、ESA2 からコピーした v=DKIM1; p=MIGf … AQAB（引用
符なし）という文字列を [テキスト（Text）] ボックスに貼り付けます（以下のスクリーンショットを参照してください）。 

 
 

6. [OK] をクリックします。 
 

7. 完了したら、[スタート（Start）] メニューから [Administratorのログオフ（Log Off Administrator）] をクリックしてリモート 
デスクトップ セッションを終了します。 

 

 
 

8. ワークステーションのデスクトップで、コマンドプロンプトを起動して、コマンドラインに nslookup –q=txt 
lab._domainkey.dcloud-out.cisco.com と入力し、DKIM レコードを確認します。 
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9. ESA2 の GUI に戻ります。新しい署名プロファイルの [テストプロファイル（Test Profile）] 列で、[テスト（Test）] をク
リックして DKIM レコードが適切に作成されていることを確認します。 

 

 
 

10. [成功：公開した公開キーはドメインプロファイルと一致しています（Success – Published public key matches domain 
profile）] というテキストメッセージがプロファイルの上に表示されます。 

 

 
 
 

タスク：DKIM 署名の有効化（送信者：ESA2） 
 

この時点で、送信者は、送信メールフローポリシーで DKIM の署名をいつでも有効にできるようになっています。この機能によ
り、DKIM の秘密キーを使用して電子メールに署名し、受信者に送信できます。 

1. ESA2 の GUI で [メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail Flow Policies）] に移動し、Private 
198.18.133.147:2525 というリスナーを選択します。[RELAYED] というメールフローポリシー名をクリックします。 

 

 
 

2. [セキュリティ機能（Security Features）] セクションが表示されるまでページを下にスクロールします。[オン（On）] を選
択して [DomainKeys/DKIM署名（DomainKeys/DKIM Signing）] を有効にします。 
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3. このページの一番下にある [送信（Submit）] をクリックし、変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックし
ます。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：DKIM 検証の有効化（受信者：ESA1） 
 

これで DKIM による署名が機能するようになったので、今度は DKIM 検証を有効にします。Cisco E メールセキュリティ
（ESA1）ではメッセージの受信時に、署名にあるドメインの DNS レコードから公開キーを取得し、そのキーとメッセージの 
DKIM の署名を突き合わせて、メッセージの有効性を判定します。DKIM の署名が検証テストを通過すると、メッセージは通常の
配信プロセスで次の手順に進みます。こうした機能により、送信者が詐称されたメッセージがわかるだけでなく、署名から受信
者への配信までの間にメッセージが変更されていないことも確認できます。 

1. Chrome ブラウザで ESA1 の GUI にアクセスします。[メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail 
Flow Policies）] に移動し、Public 198.18.133.146:25 というリスナーを選択します。[Default Policy Parameters] という
メールフローポリシー名をクリックします。 

 

 
 

2. [セキュリティ機能（Security Features）] セクションが表示されるまでページを下にスクロールします。[オン（On）] を選
択して、[DKIM検証（DKIM Verification）] を有効にします。事前定義された DKIM 検証プロファイル（DEFAULT）が、
Cisco E メールセキュリティですでに利用可能になっていることを確認してください。 

 

 
 

3. このページの一番下にある [送信（Submit）] をクリックし、変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックし
ます。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 
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タスク：コンテンツフィルタの設定（受信者：ESA1） 
 

このタスクでは、受信側メールサーバにおける DKIM 署名のテスト結果に基づいてアクションを適用する新しいコンテンツフィ
ルタを作成します。たとえば、DKIM の検証プロセス中に署名が一致しないことが確認されると、DKIM の署名付きメッセージが
削除または隔離されることがあります。 

1. 先ほどのタスクの ESA1 の GUI を引き続き使用します。[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ
（Incoming Content Filters）] に移動して、[フィルタの追加（Add Filter）] をクリックします。 

 
2. 条件とアクションを次のように設定します。 

 

名前： DKIM_Verification 

条件： - [DKIM認証（DKIM authentication）] > [次に合致しない（Is not）] > [合格（Pass）] 

アクション 1： - [ヘッダーの追加と編集（Add / Edit Header）] 
- [ヘッダー名（Header Name）]：Subject 
- [既存のヘッダーの値の前に追加（Prepend to the Value of Existing Header）]：[DKIM FAIL] 
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3. [OK] をクリックします。 
 

 
 

4. [OK] をクリックします。 
 

 
 

5. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成します。 
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タスク：受信メールポリシーの編集（受信者：ESA1） 
 

必要なコンテンツフィルタを設定した後にそのフィルタを使用するには、メールポリシーでそのフィルタを有効にする必要があ
ります。 

 
1. [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動します。[デフォルトポリシー

（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックスをクリックします。 
 

 
 

2. 先ほどのタスクで作成した DKIM_Verification コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 
 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成し、ポリシーを確認します。 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：DKIM のテスト（送信者と受信者） 
 

構成をすべて完了したら、@dcloud-out.cisco.com で終わる電子メールアドレスを使用して社外ユーザから Alan に電子メールを
送信することで、DKIM 署名と DKIM 検証の両方の機能をテストできます。 

1. メッセージを作成する前に、CLI を使用して ESA1 と ESA2 の両方への接続を開始し、メールログを表示します（ログの確
認には tail コマンド（tail mail_logs）を使用します）。メッセージが一連の設定を通過する際にメッセージが処理され、ア
クションが適用されることをログで確認します。 
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2. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージ
を作成します。 

 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： DKIM Testing 

本文： DKIM Testing 

 

 
 

3. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
4. ESA2 の CLI に切り替えます。DKIM プロファイルによって、どのように電子メールドメインに一致する送信者が確認さ

れ、宛先ホストへの配信の開始前にメッセージが署名されるかを確認します。 
 

 
 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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5. 次に、ESA1 の CLI を見て、DKIM 検証により合格（Pass）と判定されたメッセージを受信していることを確認します。 
 

 
 

6. ワークステーションに戻り、メッセージをもう一度同期します。これで、Alan のメールボックスにメッセージが表示される
ので、件名のヘッダーが変更されていないことを確認してください。 
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シナリオ 8：Sender Policy Framework（SPF） 
 

ユースケース 
 

先ほどのシナリオの結果、AQF 社の社内ゲートウェイすべてに DKIM が展開されるまでに、メッセージングチームは正当な送信
者についてのデータをすべての関係者から首尾よく収集できました。電子メールの送信先として許可された IP アドレスすべてを 
SPF で自動的にリスト化すれば保護機能を拡張できるため、Luis は DKIM と連携する SPF の導入を進め、スプーフィングから
の防御対策を強化することにしました。 

Send Policy Framework（SPF）は、今でも偽装メールやスプーフィングを検出してブロックする効果的なツールであると考えら
れています。SPF では、受信メールサーバに電子メールを配信する前に、送信者の電子メールサーバを検証します。SPF による
確認を有効にした受信側の電子メールゲートウェイで電子メールを受信すると、管理者は、Cisco E メール セキュリティ ソ
リューションを使用し、送信者のドメインを DNS に公開された SPF レコードと照合して検証できます。また、送信サーバの IP 
アドレスのドメインが許可リストにあるかどうかを確認でき、許可リストに一致しない場合は検証が失敗します。 

 
目的 

 
このシナリオでは、SPF により、送信メールサーバの IP アドレスを、DNS に公開された、送信者の電子メールドメインの SPF 
レコードと比較することで、エンベロープの送信者アドレスを保護する方法を示します。電子メールと送信者が DNS レコードの
リストにない場合は、SPF 認証が失敗します。 

 
手順 

タスク：SPF レコードの作成（送信者：ESA2） 
 

SPF レコードとは、送信ドメインからの電子メールの送信が許可されたサーバのリストです。SPF レコードの目的は、スパム送
信者を検出し、そのような送信者が送信ドメインの From アドレスを偽装したメッセージを送信できないようにすることです。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある RDC を起動します。[コンピュータ（Computer）] に ad-out.dcloud-
out.cisco.com と入力して [接続（Connect）] をクリックし、DNS サーバにリモートからアクセスします。 

 

 
 

2. 以下のログイン情報を使用してログインします。セキュリティ警告が表示されたら承認して続行します。ログイン後、[DNS] 
アイコンをクリックして DNS マネージャのインターフェイスを起動します。 

ユーザ名：DCLOUD-OUT\Administrator 

パスフレーズ：C1sco12345 
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3. [前方ルックアップゾーン（Forward Lookup Zones）] をダブルクリックし、[dcloud-out.cisco.com] を選択します。右クリッ
クして、リストから [他の新しいレコード（Other New Records）] を選択します。 

 

 
 

4. ドロップダウンリストを最後までスクロールして [テキスト（TXT）（Text (TXT)）] を選択し、[レコードの作成…（Create 
Record …）] をクリックします。 
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5. [レコード名（Record Name）] は空白のままにし、v=spf1 mx –all という文字列を [テキスト（Text）] ボックスに入力しま
す。[OK] をクリックします。 

 

 
 

6. [完了（Done）] をクリックします。 
 

7. 完了したら、[スタート（Start）] メニューから [Administratorのログオフ（Log Off Administrator）] をクリックしてリモート 
デスクトップ セッションを終了します。 

 
8. ワークステーションのデスクトップでコマンドプロンプトを起動し、nslookup –q=txt dcloud-out.cisco.com というコマン

ドラインを入力して SPFレコードを確認します。 
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タスク：SPF 検証の有効化（受信者：ESA1） 
 

SPF 検証を有効にすると、受信側の Cisco E メール セキュリティ ソリューションで、公開 DNS 内の送信元 IP アドレスを評価
し、送信者からの電子メールの送信が許可されていることを確認できます。SPF では、HELO ID（送信メールサーバ）と MAIL 
FROM ID（メッセージの送信元である電子メールアドレス）が確認されます。 

1. ワークステーションで ESA1 の GUI にアクセスします。[メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail 
Flow Policies）] に移動し、Public 198.18.133.146:25 というリスナーを選択します。[Default Policy Parameters] という
メールフローポリシー名をクリックします。 

 
 

2. [セキュリティ機能（Security Features）] セクションが表示されるまでページを下にスクロールします。[オン（On）] を選
択して、[SPF/SIDF検証（SPF/SIDF Verification）] を有効にします。[Resent-Sender:またはResent-From:が使用されていた
場合はPRA検証結果をダウングレードする：（Choose Downgrade PRA verification result if Resent-Sender: or Resent-From: 
where used:）] で [はい（Yes）] を選択し、[HELOテスト（HELO Test）] で [オン（On）] を選択します。 

 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックし、変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入
力し、再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：コンテンツフィルタの設定（受信者：ESA1） 
 

このタスクでは、受信側の電子メールサーバでの SPF 検証のテスト結果に基づいてアクションを適用する新しいコンテンツフィ
ルタを作成します。たとえば、メッセージが未知の IP アドレスから配信された場合、送信者によっては不正なメッセージの可能
性があると考えられます。 

1. 先ほどのタスクの ESA1 の GUI を引き続き使用し、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ
（Incoming Content Filters）] に移動して、[フィルタの追加（Add Filter）] をクリックします。 
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2. 条件とアクションを次のように設定します。 
 

名前： SPF_Verification 

条件： - [SPF検証（SPF Verification）] > [次に合致する（Is）] > [SoftFail]、[Fail] 

アクション 1： - [ヘッダーの追加と編集（Add / Edit Header）] 
- [ヘッダー名（Header Name）]：Subject 
- [既存のヘッダーの値の前に追加（Prepend to the Value of Existing Header）]：[SPF FAIL] 

 

 
 

3. [OK] をクリックします。 

 
 

4. [OK] をクリックします。 
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5. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成します。 
 
 

タスク：受信メールポリシーの編集（受信者：ESA1） 
 

最後のタスクはデフォルトの受信メールポリシーを変更して、コンテンツフィルタを有効にすることです。 
 

1. ワークステーションから ESA1 の GUI にアクセスし、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming 
Mail Policies）] に移動して、[デフォルトポリシー（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックス内
をクリックします。 
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2. 先ほどのタスクで作成した SPF_Verification コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 
 

 
 
3. [送信（Submit）] をクリックします。終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意

でコメントを入力し、再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 
 
 

タスク：SPF 検証のテスト 
 

構成をすべて完了したら、dcloud-out.cisco.com で終わる電子メールアドレスを使用して社外ユーザから Alan に電子メールを送
信することで、SPF 検証の機能をテストできます。 

1. CLI を使用して ESA1 への接続を開始し、メールログを表示します（ログの確認には tail コマンド（tail mail_logs）を使
います）。メッセージが一連の設定を通過する際に、メッセージが処理され、アクションが適用されることをログで確認
します。 

2. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセー
ジを作成します。 

 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： SPF Testing 

本文： SPF Testing 
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3. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
4. ESA1 の CLI に切り替えます。SPF の機能で、Mail From アドレスが公開 DNS の SPF レコードと一致することが確認され

ています。SPF の最終的な判定は Pass（合格）です。 
 

 
 

5. ワークステーションに戻り、メッセージをもう一度同期します。これで、Alan のメールボックスにメッセージが表示される
ので、件名のヘッダーが改ざんされていないことを確認してください。 

 

 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 74/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

シナリオ 9：Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance（DMARC） 
 

ユースケース 
 

フィッシング対策における防御戦略の最後の手順として、Luis は DMARC の段階的な展開を計画しています。 

DMARC では、SPF または DKIM によって認証した情報（送信ドメインの情報や署名）と最終受信者に表示される「From:」ヘッ
ダーの情報を組み合わせて、SPF や DKIM の識別子と From: ヘッダーの識別子が一致していることを確認します。これにより、
Luis は、会社が管理するドメインから送信したように見せかけ、検証に合格しなかったメッセージに対する処理を、インター
ネット上の他のシステムに明示的に指定できます。DMARC には強力なレポートコンポーネントがあるため、会社の ID を悪用す
るフィッシングの試みや活動が存在する可能性を把握できます。 

また、専用の分析システムに DMARC レポートの情報を入力すれば、自社ブランドの信頼性と不正使用の試みについて詳しく理
解でき、電子メールドメインの使用状況についての理解も深まります。 

 
目的 

 
DMARC では、Sender Policy Framework（SPF）と DomainKeys Identified Mail（DKIM）という既存の 2 つのメカニズムを利用
しています。これにより、ドメインを管理する所有者は、ドメインから電子メールを送信するときに採用するメカニズム
（DKIM、SPF、またはその両方）と、認証が失敗した場合に受信者が行うべき対処についてのポリシーを公表できます。 

このシナリオでは、DMARC 検証の実装方法と使用方法を示します。DMARC のポリシーでは、電子メールの SPF または DKIM 
の整合性チェックが失敗した場合に受信側の電子メールサーバが実行する処理を指定できます。その後、送信ドメインでは、送信
メールが DMARC 検証に合格したかどうかに関するレポートを要求できます。 

 
手順 

 
タスク：DMARC レコードの作成（送信者：ESA2） 

 

SPF と DKIM のレコードが整うと、管理者は、送信元の電子メールドメインにポリシーを追加することで、DMARC レコードを
設定できます。DMARC ポリシーは、TXT レコードとして公開され、リストと一致しない電子メールを受信した場合、受信側が
何をすべきかを定義します。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある RDC を起動します。[コンピュータ（Computer）] に ad-out.dcloud-
out.cisco.com と入力して [接続（Connect）] をクリックし、DNS サーバにリモートからアクセスします。 
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2. 以下のログイン情報を使用してログインします。セキュリティ警告が表示されたら承認して続行します。ログイン後、[DNS] 
アイコンをクリックして DNS マネージャのインターフェイスにアクセスします。 

ユーザ名：DCLOUD-OUT\Administrator 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

 
 

3. [前方ルックアップゾーン（Forward Lookup Zones）] をダブルクリックし、[dcloud-out.cisco.com] を選択します。右クリッ
クして、リストから [他の新しいレコード（Other New Records）] を選択します。 

 

 
 

4. ドロップダウンリストを最後までスクロールして [テキスト（TXT）（Text (TXT)）] を選択し、[レコードの作成…（Create 
Record …）] をクリックします。 
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5. [レコード名（Record Name）] に _dmarc と入力し、v=DMARC1; p=none; pct=100; rua=mailto:dmarc@dcloud-
out.cisco.com という文字列を [テキスト（Text）] ボックスに貼り付けます。[OK] をクリックします。 

 

 
 

6. [完了（Done）] をクリックします。 
 

7. 完了したら、[スタート（Start）] メニューから [Administratorのログオフ（Log Off Administrator）] をクリックしてリモート 
デスクトップ セッションを終了します。 
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8. ワークステーションのデスクトップで、コマンドプロンプトを起動して、コマンドラインに nslookup –q=txt 
lab._domainkey.dcloud-out.cisco.com と入力し、DKIM レコードを確認します。 

 

 
 
 

タスク：DMARC 検証の有効化（受信者：ESA1） 
 

DMARC 検証を有効にすると、受信側の Cisco E メール セキュリティ ソリューションで、Mail From フィールドまたは DKIM の
署名の d=domain ヘッダーに表示される電子メールアドレスが、From ヘッダーに表示されるアドレスと同一かどうかが検証され
ます。 

1. ワークステーションで ESA1 の GUI にアクセスします。[メールポリシー（Mail Policies）] > [メールフローポリシー（Mail 
Flow Policies）] に移動し、Public 198.18.133.146:25 というリスナーを選択します。[Default Policy Parameters] というメー
ルフローポリシー名をクリックします。 

 

 
 

2. [セキュリティ機能（Security Features）] セクションが表示されるまでページを下にスクロールします。[オン（On）] を選択
して、[DMARC検証（DMARC Verification）] を有効にします。事前定義された DMARC 検証プロファイル（DEFAULT）
が、Cisco E メールセキュリティですでに利用可能になっていることを確認してください。[集約フィードバックレポートの送
信（send aggregate feedback reports）] オプションを有効にします。 
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3. [送信（Submit）] をクリックします。終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意で
コメントを入力し、再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：DMARC 検証プロファイルの設定（受信者：ESA1） 
 

このタスクでは、受信側の Cisco E メールセキュリティにおけるデフォルトの DMARC 検証プロファイルを変更します。これに
より、DMARC 検証の結果と指定した検証プロファイルに基づいて、メッセージに許可、隔離、拒否のいずれかの処理が実行され
ます。集約レポートの送信を有効にすると、Cisco E メールセキュリティでは DMARC 検証データが収集され、ドメインの所有者
に送信される日次レポートに記載されます。 

1. 先ほどのタスクの ESA1 の GUI を引き続き使用し、[メールポリシー（Mail Policies）] > [DMARC] に移動して、[DEFAULT] と
いうプロファイル名をクリックします。DMARC ポリシーの要求に基づくメッセージアクションを次のように設定します。 

 

DMARC レコードのポリシーが拒否の場合： [拒否（Reject）] を選択します。 

DMARC レコードのポリシーが隔離の場合： [隔離（Quarantine to）] > [ポリシー（Policy）] を選択します。 

一時的なエラーの場合： [許可（Accept）] のままにします。 

恒久的なエラーの場合： [拒否（Reject）] を選択します。 

 

 
 

2. [送信（Submit）] をクリックします。終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意で
コメントを入力し、再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 
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タスク：DMARC のテスト 
 

構成をすべて完了したら、dcloud-out.cisco.com で終わる電子メールアドレスを使用して社外ユーザの Ben から Alan に電子メー
ルを送信することで、DMARC 検証の機能をテストできます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[オープン（Open）] をクリックします。 

2. ユーザ名に admin、パスフレーズに C1sco12345 を使用して、CLI セッションにログインします。 

3. tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次
の手順に進みます。 

4. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージ
を作成します。 

 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： DMARC Testing 

本文： DMARC Testing 

 

 
 

5. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
6. ESA1 の CLI に切り替えます。DMARC の機能により、SPF と DKIM の両方のレコードが DMARC のポリシーと一致するこ

とが確認されています。DMARC の最終的な判定は Pass（合格）です。 
 

 
 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
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7. ワークステーションに戻り、メッセージをもう一度同期すると、DMARC のテストメッセージが Alan のメールボックスに表
示されます。 

 

 
 

8. ESA1 の GUI に戻り、[モニタリング（Monitor）] > [DMARC検証（DMARC Verification）] に移動して、レポートの内容を確
認します。 
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シナリオ 10：送信者ドメインのレピュテーション（SDR） 
 

ユースケース 
 

AQF 社は、Cisco E メール セキュリティ ソリューションを使用して、SenderBase レピュテーションサービス（SBRS）にクエ
リを送信することで、送信ドメインの IP とホスト名のレピュテーションを確認し、その情報に基づいて信頼できない電子メール
をフィルタリングしていました。しかし、Luis のチームは、IP ベースのレピュテーションの実効性が徐々に低下していることに
気付きました。それにはいくつかの理由がありました。特に、同じ IP アドレスを使用して複数の送信ドメインをホストできるの
で、そのような場合は各ドメインの性質がそれぞれ異なり、SBRS の効果性が低下し、悪意のある電子メールメッセージが IP 
ベースのレピュテーション検査をかいくぐってしまうことが多くなります。 

Luis のチームは、この懸念に対処するために、Cisco Talos が提供する Cisco E メールセキュリティの送信者ドメイン レピュ
テーション サービス（SDR）機能を有効にしました。SMTP 通信層で IP レピュテーション フィルタリングを保存しておき、
メッセージヘッダーと、SMTP 通信で判明する送信ドメイン情報に基づくレピュテーションを考慮に入れることにより、受信
メールポリシーに沿って電子メールメッセージを許可するかブロックするかを判断します。 

 
目的 

 
このシナリオでは、レピュテーションの判定結果が良くない送信者ドメインから組織を保護する方法を示します。そのために、
Cisco セキュリティ プロキシ サービスを活用し、信頼できない送信者から送られてくる電子メールがエンドユーザのメールボッ
クスに届かないようにします。 

 

手順 
 

タスク：レピュテーションの判定結果が良くない送信ドメインからの電子メールの送信 
 

1. ワークステーションで Microsoft Outlook に戻り、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージを作
成します。 

 

送信元： mark@cashslip.info（注: この電子メールアドレスはドロップダウンリストで確認できます。以下のスク
リーンショットを参照してください） 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： SDR Test 

本文： SDR Test 

 
 
 

 
 
 
 

2. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 

mailto:mark@cashslip.info
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3. Alan の受信トレイを調べて、メッセージの受信を確認します。レピュテーションスコアの良くない電子メールドメイン
（@cashslip.info）から送信されたメッセージがそのまま届いています。 

 

 
 
 

タスク：コンテンツフィルタの設定 
 

このタスクでは、疑わしい送信メールドメインを特定し、そのメッセージに対して適切なアクション（Cisco セキュリティプロ
キシによって転送し、その電子メールドメインが実際に有害である可能性があるかどうかを判定するアクション）を実行する新
しいコンテンツフィルタを作成します。 

1. Google Chrome を起動します。ESA1 のブックマークをクリックし、次のログイン情報を使用してログインします。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

2. [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）] に移動して、[フィルタの追加
（Add Filter）] をクリックします。 

 
3. 条件とアクションを次のように設定します。 

 

名前： SDR_CF 

条件 1： - [条件を追加…（Add Condition …）] をクリックします。 
- [ドメインのレピュテーション（Domain Reputation）] を選択します。 
- [送信者ドメインのレピュテーション判定（Sender Domain Reputation Verdict）] を選択します。 
- [verdict（判定）] で [非常に問題がある（Awful）] から [感染している（Tainted）] までを選択します。 

アクション 1： - [アクションを追加…（Add Action …）] をクリックします。 
- [ヘッダーの追加と編集（Add/Edit Header）] を選択します。 
- [ヘッダー名：（Header Name:）] に Subject と入力します。 
- [既存のヘッダーの値の前に追加：（Prepend to the Value of Existing Header:）] を選択します。 
- [Bad SDR] と入力します。 
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4. [OK] をクリックします。 
 

5. [送信（Submit）] をクリックしてアクションを適用します。 
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タスク：受信メールポリシーの編集 
 

必要なコンテンツフィルタを設定した後にそのフィルタを使用するには、メールポリシーでそのフィルタを有効にする必要があ
ります。 

 
1. ESA1 の GUI で、[メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動します。[デ

フォルトポリシー（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックスをクリックします。 
 

 
 

2. 先ほどの手順で作成した [URL_Filter] コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 
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3. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成し、デフォルトポリシーを確認します。 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：SDR フィルタリングのテスト 
 

前提条件になっている設定が終わったら、レピュテーション判定の良くない送信ドメインから Alan に電子メールを送信すること
で、URL フィルタリング機能をテストできます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTY を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[開く（Open）] をクリックします。 

2. 前述のログイン情報を使用してログインします。ログインしたら、tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter 
を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次の手順に進みます。 

 

 
 

3. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、次のパラメータを使用して新しいメッセージを作成します。 
 

送信元： mark@cashslip.info 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： SDR Test 

本文： SDR Test 

 

4. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
5. CLI に切り替え、SDR フィルタによってメッセージがどう処理されたかを確認します。「cashslip.info」ドメインの送信者

レピュテーションは [非常に問題がある（Awful）] になっています。 
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6. Alan の受信トレイに戻り、電子メールがダウンロードされていることを確認します。件名の前に [Bad SDR] というテキスト
が追加されています。 

 

 
 

7. ESA1 の GUI に戻り、[モニタリング（Monitor）] > [送信者ドメインのレピュテーション（Sender Domain Reputation）] に
移動して、レポートの内容を確認します。 
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シナリオ 11：外部脅威フィード（STIX/TAXII）の利用 
 

ユースケース 
 

STIX/TAXII（脅威情報構造化記述と検知指標情報自動交換手順）は、サイバーセキュリティの状況認識、リアルタイムのネット
ワーク防御、複雑な攻撃分析の自動情報共有を実現するためにコミュニティがサポートしている仕様です。Luis は、Cisco E 
メール セキュリティ ソリューションが STIX/TAXII をサポートしていることを知っていたので、オープンソースのサイバー脅威
インテリジェンスフィードのリポジトリの 1 つからサイバーリスク情報を STIX フォーマットで収集するための外部脅威フィー
ド（ETF）を設定するよう、チームメンバーに依頼しました。 

 

目的 
 

このシナリオでは、外部脅威フィード（ETF）フレームワークに基づき、Cisco E メールセキュリティにおいて、TAXII プロトコ
ルでやりとりされる STIX フォーマットの外部脅威情報を利用する方法を示します。また、そのようにして入手した侵害指標
（IoC）に基づき、ホストアクセステーブル（HAT）機能、メッセージフィルタ機能、コンテンツフィルタ機能を使用してサイ
バー攻撃から組織を保護する方法を示します。 

 

手順 
 

タスク：外部脅威フィード（ETF）ソースの設定 
 

このタスクでは、Cisco E メールセキュリティで新しい外部脅威フィード（ETF）ソースを作成し、TAXII プロトコルでやりとり
される STIX フォーマットの外部脅威情報を利用できるようにします。 

1. ESA1 の GUI にアクセスします。[メールポリシー（Mail Policies））] > [外部脅威フィードマネージャ（External Threat 
Feeds Manager）] に移動して、[ソースの追加（Add Source）] をクリックします。[ソースの詳細（Source Details）] で次
のように設定します。 

 

ソース名： Hailataxii-PhishTank 

説明： （任意）空欄のまま 

ホスト名： hailataxii.com 

ポーリングパス： /taxii-discovery-service 

コレクション： guest.phishtank_com 

ポーリング間隔： デフォルト値（1 時間） 

脅威フィードの期間経過： 365 日 

ポーリングセグメントの期間： 365 日 

HTTPS の使用： [なし（No）]（注：ポーリングポートは自動的に 80 に変更されます） 

ユーザログイン情報の設定： - [あり（Yes）] > [基本認証（Basic Authentication）] 
- [ユーザ名（Username）]：guest 
- [パスワード（Password）]：guest 

グローバルプロキシの使用： [なし（No）] 
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2. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

3. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：コンテンツフィルタの設定 
 

このタスクでは、PhishTank ETF に基づいて疑わしい URL を特定し、そのメッセージに対して適切なアクション（URL の無力
化）を実行する新しいコンテンツフィルタを作成します。 

1. ESA1 で [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）] に移動して、[フィルタ
の追加（Add Filter）] をクリックします。条件とアクションを次のように設定します。 
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名前： ETF_URL_CF 

条件 1： - このラボシナリオでは条件は不要 

アクション 1： - [アクションを追加…（Add Action …）] をクリックします。 
- [URLレピュテーション（URL Reputation）] を選択します。 
- [外部脅威フィード（External Threat Feeds）] を選択します。 
- [Hailataxii-PhishTank] を選択して、[追加（Add）] をクリックします。 
- [URLの場所（URLs within）] > [メッセージの本文と件名（Message Body and Subject）] にチェック

マークを付けます。 
- [メッセージの本文と件名に含まれるURLに対するアクション：（Action on URL within the message 

body and subject:）] > [URLの無力化（Defang URL）] 
- [アクションの実行対象（Perform Action for）] > [すべてのメッセージ（All messages）] 

 

 
 

2. [OK] をクリックします。 
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3. [送信（Submit）] をクリックしてアクションを適用します。 
 
 

タスク：受信メールポリシーの編集 
 

必要なコンテンツフィルタを設定した後にそのフィルタを使用するには、メールポリシーでそのフィルタを有効にする必要があ
ります。 

 
1. [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動して、[デフォルトポリシー

（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックス内をクリックします。 
 

 
 

2. 先ほどの手順で作成した ETF_URL_CF コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 
 

3. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成し、ポリシーを確認します。 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 
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タスク：ETF ポーリングステータスの確認 
 

コンテンツフィルタを設定してデフォルトの受信メールポリシーに適用したら、次に ETF ポーリングステータスを確認します。 

1. [メールポリシー（Mail Policies））] > [外部脅威フィードマネージャ（External Threat Feeds Manager）] に移動します。 

2. [最後に成功したポーリング（Last Successful Poll）] にタイムスタンプが表示されていれば、最初のポーリングタスクが完
了しています。 

 

 
 

 
 

 
 

タスク：ETF ベースの URL フィルタリングのテスト 
 

前提条件となる設定が完了していれば、メッセージの件名ヘッダーに悪意のある URL を記載した電子メールを社外ユーザの Ben 
から Alan に送信することによって、ETF ベースの URL フィルタリング機能をテストできます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTY を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[開く（Open）] をクリックします。 

2. 前述のログイン情報を使用してログインします。ログインしたら、tail mail_logs コマンドを入力して Enter を押します。こ
のコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次の手順に進みます。 

 

 
3. Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージを作成します。 

 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

注：ポーリングタスクが完了するまでに 30 ～ 40 分程度の時間がかかることもあります。最初のポーリングタスクが完了しない
と、次の手順に進めません。 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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件名： ETF Test 

本文： http://att-acounts.com 

 

4. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
5. CLI セッションに切り替え、ETF_URL_CF ルールによってメッセージがどう処理されたかを確認します。ETF ソースである

「Hailataxii-PhishTank」によってフィッシング URL が検出され、URL の無力化アクションが実行されたことがわかります。 
 

 
 

6. Alan の受信トレイに戻り、URL アドレスが変更されていることを確認します。ハイパーリンクの途中にテキストが追加さ
れ、改ざんされています。 

 

 
 

7. ESA1 の GUI に戻り、[モニタリング（Monitor）] > [外部脅威フィード（External Threat Feeds）] に移動して、レポートの
内容を確認します。 

 

 

http://att-acounts.com/
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シナリオ 12：名前付きエンティティの DNS ベース認証（DANE） 

予想されたことですが、業務に関する重要な情報に関わりのあるごく一部のパートナーのドメインにのみ電子メールを送信する
ことがとても多くなりました。このため、InfoSec チームは、意図した受信者に間違いなく電子メールが配信されるよう、できる
限りの対策を講じるようにという要請を経営陣から受けました。それに加えて、電子メールコンテンツの暗号化（CRES）、
データ漏えい対策（DLP）、TLS 通信の暗号化を発信メールポリシーに盛り込むことも求められました。 

チームの中で話し合いや調査を重ねた結果、Luis は、重要なパートナーとの電子メールの通信を互いに信頼できる形で行えるよ
うに、Cisco E メールセキュリティで DANE を採用することにしました。ただし、DANE によって TLS のセキュリティは向上す
るものの、DANE だけでは電子メールの送信フローを十分に保護できない可能性があることははっきりしています。DANE によ
る通信の保護と、TLS および CRES の暗号化と署名によるメッセージコンテンツの保護を併用するのが最善の策です。 

 

目的 
 

このシナリオでは、Cisco E メールセキュリティによって、より優れた安全な方法で、正しい受信者ドメインに確実にメッセー
ジを送信する方法を示します。具体的には、宛先制御の設定を使用して送信 TLS 接続で DANE を有効にします。この機能を使
用すると、業務に関する重要な情報や機密情報を意図した受信者に確実に送信できます。ただし、宛先ドメインでも DANE をサ
ポートしていることが条件になります。 

 
手順 

 
タスク：受信ドメインの DANE ステータスの確認 

 

Cisco E メールセキュリティには、daneverify という CLI コマンドがあります。受信ドメインが DANE 検証に合格できるかどう
かを確認するための複雑なクエリをいくつか実行するコマンドです。このコマンドを良好であることがわかっているドメインに
対して実行すれば、Cisco E メールセキュリティの機能によって DNSSEC クエリを解決できることを確認できます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTY を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[開く（Open）] をクリックします。 

 
2. 前述のログイン情報を使用してログインします。ログインしたら、daneverify コマンドを入力して Enter を押します。 

 

 
 

3. unixadm.org というドメインを入力して、DANE がサポートされていることを確認します。DANE のサポートの有無に関す
る結果が画面に表示されるまでに、5 ～ 10 秒程度かかります。そのドメインの結果が DANE SUCCESS（DANE 成功）と
表示されてことを確認してから、次のタスクに進んでください。 
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4. N と入力してコマンドを終了します。 
 
 

タスク：DANE のサポート環境における送信での TLS の有効化 
 

受信ドメインで DANE がサポートされていることを確認したら、このタスクで、unixadm.org というドメインに関する新しい宛
先制御を作成し、設定ページで TLS と DANE の両方を有効にします。 

1. ESA1 の GUI にアクセスし、[メールポリシー（Mail Policies）] > [宛先制御（Destination Control）] に移動して、[宛先の追
加（Add Destination）] をクリックします。[ソースの詳細（Source Details）] で次のように設定します。 

 

宛先： unixadm.org 

TLS のサポート： [推奨（Preferred）] 

DANE のサポート： [機会があれば対応（Opportunistic）] 

その他： デフォルト 

 

 
 

2. [送信（Submit）] をクリックします。 
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タスク：ログサブスクリプションの編集 
 

デバッグレベルのカスタムメールログでは、DANE と DNSSEC の詳細なルックアップ情報、予想されるネゴシエーション、合
否の検査結果、成功インジケータなどが表示されます。 

1. ESA1 の GUI で [システム管理（System Administration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）] に移動します。 
 

 
 

2. [ログ設定（Log Settings）] の下にある [mail_logs] をクリックします。 
 

 
 

3. [ログレベル（Log Level）] セクションで [デバッグ（Debug）] を選択します。 
 

 
 

4. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

5. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の
確定（Commit Changes）] をクリックします。 
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タスク：DANE 成功の確認 
 

前提条件になっている設定が完了したら、社内ユーザの Alan から DANE がサポートされている電子メールドメイン
（unixadm.org）に電子メールを送信することで、DANE の暗号化をテストできます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTy を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[開く（Open）] をクリックします。 

2. 前述のログイン情報を使用してログインします。ログインしたら、tail mail_logs コマンドを入力して Enter を押します。こ
のコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次の手順に進みます。 

 

 
3. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Alan の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージ

を作成します。 
 

送信元： alan@dcloud.cisco.com 

宛先： admin@unixadm.org 

件名： DANE Test 

本文： DANE Test 

 

4. 電子メールを送信します。 
 

5. CLI セッションに切り替え、DANE 暗号化が適用された電子メールが送信されるようになったことをログで確認します。 
 

 
 

 
 

注：メールログに「不明アドレス」エラーが表示されたり、「不達」のメッセージが返ってきたりしても、無視してください。
このラボシナリオでは想定内の動作です。 

mailto:alan@dcloud.cisco.com
mailto:admin@unixadm.org
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6. メールログをデバッグレベルのままにしておくと、システムの負荷や設定によっては ESA1 のリソースを大量に消費するこ
とがあるので、ログレベルを情報に戻しておくことは重要です。 

7. ESA1 の GUI に戻り、[システム管理（System Administration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）] に戻り
ます。 

8. mail_logs のログ設定を再度編集し、[ログレベル（Log Level）] を [情報（Information）] に戻します。 
 

 
 

9. [送信（Submit）] をクリックします。 

10. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

11. ESA1 の GUI で [モニタリング（Monitor）] > [TLS接続（TLS Connections）] を開いたままで、レポートの内容を確認し
ます。 

12. [発信TLS接続の詳細（Outgoing TLS Connection Details）] 表が表示されるまで下にスクロールし、各受信ドメイン
（unixadm.org）のカウンタ値をチェックして DANE ベースの送信の成否を確認します。 
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シナリオ 13：オンプレミス Microsoft Exchange のメールボックス自動修復（MAR） 
 

ユースケース 
 

ファイルが悪意のあるものに変わる可能性はいつでもあります。ユーザのメールボックスに届いた後ですらその可能性がありま
す。高度なマルウェア防御（AMP）機能を使用すれば、新しい情報が入り込んだときにそれを識別し、過去に遡って Cisco E 
メール セキュリティ アプライアンスにアラートをプッシュできます。AMP では、アラートを通知するだけでなく、脅威判定が
変化したときに、ユーザのメールボックスに入っているメッセージに対して自動修復アクションを実行することもできます。 

AQF 社は Cisco E メールセキュリティのユーザとしてその機能を最大限に活用することに常に留意しており、MAR 機能が 
AsyncOS バージョン 10 でリリースされてから、すべての Office 365 ユーザに対してすでにこの機能を実装しています。CISO 
チームは、全従業員を Office 365 の実稼働環境に完全に移行するにはあと 5 年かかると予想していますが、その間も、まだほと
んどのメールボックスを実行している既存の Exchange 2016 サーバファームで同じ修復アクションを実行できるようにすること
が必要だと考えています。 

 
目的 

 
このシナリオでは、ファイルベースの高度な脅威に対する防御策として AMP を設定します。また、MAR によってそうした脅威
をブロックし、Exchange のメールボックスから削除できることを確認します。 

 
課題 

 
ここでは、Cisco E メールセキュリティと Exchange 2016 サーバの間で MAR 設定をセットアップすることを目標とします。ま
た、この機能が AQF 社の本稼働環境でどのように動作するかを確認するために、マルウェアを組み込んだ電子メールを送信しま
す。この演習を完了するために実行する必要があるタスクの概要を以下に示します。 

• EWS サービスアカウントを作成し、Exchange サーバでアプリケーション偽装の割り当てを行います。 

• ESA1 でオンプレミスの Exchange のメールボックス自動修復機能を設定し、接続をテストします。 

• 新しいサンプルマルウェアを添付したテストメールを送信します。 

• ESA1 のログと GUI レポートを調べて AMP のファイル分析プロセスを確認します。ラボが終了する前に修復されるはずです。 
 

手順 
 

タスク: EWS サービスアカウントの作成 
 

このタスクでは、AQF 社の Exchange 2016 電子メールサーバ（dcloud.cisco.com）にログインし、Cisco E メールセキュリティ
の MAR 設定を使用するための適切なサービスアカウントを作成する必要があります。 

1. ワークステーションからタスクバーの [RDC] アイコンをクリックし、DCLOUD\administrator というユーザ名を使用して 
mail2.dcloud.cisco.com へのリモートアクセスセッションを開始します。必要に応じて、C1sco12345 というパスフレーズ
を入力します。次に、証明書に関する警告を承諾し、[はい（Yes）] をクリックして続行します。 
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2. Exchange サーバにアクセスしたら、デスクトップを示すボックスをクリックし、デスクトップ画面に進みます。次に、
[Active Directory ユーザとコンピュータ（Active Directory Users and Computers）] アイコンがタスクバーにあるので、これ
を探します。見つかったらクリックで開きます。 

 

 
 

3. [ユーザ（Users）] ディレクトリを右クリックします。メニューから [新規（New）] > [ユーザ（User）] を選択します。 
 

 
 

4. [名（First name）] ボックスに Cisco、[姓（Last name）] ボックスに EWS と入力してから、[ユーザログオン名（User 
Logon name）] に ciscoews と入力します。[次へ（Next）] をクリックします。[ユーザは次回のログオン時にパスワード変
更が必要（User must change password at next Logon）] の選択を解除してから、[パスワードを無期限にする（Password 
Never Expires）] ボックスを選択します。[パスワード（password）] ボックスと [パスワードの確認（confirm password）] 
ボックスに C1sco12345 と入力します。[次へ（Next）] ボックスをクリックし、[完了（Finish）] をクリックします。 

 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 100/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 

  
 

5. ボックスの右上隅にある [X] ボタンをクリックして、[Active Directoryユーザとコンピュータ（Active Directory Users and 
Computers）] ウィンドウを閉じます。 

 
 

タスク：EWS サービスアカウントへのアプリケーション偽装の割り当て 
 

ここでは、アプリケーション偽装の割り当てを作成する必要があります。このロールは別のユーザのメールボックスを読み書き
するために必要です。作成後にそのロールを ciscoews サービスアカウントに割り当てる必要があります。 

1. Exchange サーバのデスクトップに保存されている impersonate という名前のテキストファイルを開きます。同ファイル内
のコマンドをコピーします。 

 

 
 

 
 

2. Exchange サーバのタスクバーから Exchange 管理シェルを開きます。 
 

 
 

 
このファイルをダブルクリックする 

 
コマンドをコピーする 

ヒント：タイポエラーを避けるために、Exchange サーバのデスクトップで impersonate.txt ファイルをダブルクリックしてくだ
さい。その後、コマンドをコピーし、表示された Exchange 管理シェルに貼り付けてください。 
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3. （impersonate テキストファイルからコピーした）コマンドを Exchange 管理シェルに貼り付け、Enter を押します。アプリ
ケーション偽装が正常に適用されていることを確認します。 

 

 
 

4. リモートデスクトップ セッションを閉じて、ワークステーションのデスクトップに戻ります。RDC セッションの右上隅に
ある [X] ボタンをクリックし、[OK] をクリックします。 

 
 

タスク：メールボックス自動修復（MAR）アカウントプロファイルの作成 
 

このタスクは比較的簡単です。アカウントプロファイルを作成し、Cisco E メールセキュリティ環境で AQF 社の Exchange メー
ルサーバ環境にログインして通信できるようにします。 

1. ワークステーションで Google Chrome を起動します。ESA1 のブックマークをクリックし、次のログイン情報を使用してロ
グインします。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

2. [システム管理（System Administration）] > [アカウント設定（Account Settings] に移動します。[アカウントプロファイルの
作成（Create Account Profile）] をクリックします。 

 
3. 次の設定を使用してアカウントプロファイルを構成します。 

 

ポリシー名： dcloud 

説明： 空欄のまま 

ポリシータイプ： [オンプレミスのExchange（Exchange On Premise）] 

ユーザ名： ciscoews 

パスワード： C1sco12345 

ホスト： mail2.dcloud.cisco.com 

 

 
 
 
 

 3. コマンドを貼り付ける 
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4. [送信（Submit）] をクリックします。 

5. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

6. 必要に応じて、ESA1 の [システム管理（System Administration）] > [アカウント設定（Account Settings）] に戻ります。 

7. dCloud というアカウントプロファイル名をクリックし、[テスト接続（Test Connection）] をクリックして、電子メールア
ドレスのボックスに alan@dcloud.cisco.com と入力します。Exchange サーバの証明書の検証が失敗し、接続失敗のエラー
になります。 

 

 
 

8. [完了（Done）] をクリックし、[接続チェック（Connection Check）] ボックスを閉じます。 
 

 
 

 

注：Exchange サーバで自己署名証明書を使用している場合は、Cisco E メールセキュリティにカスタム認証局（CA）をインス
トールする必要があります。 

 

mailto:alan@dcloud.cisco.com
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タスク：カスタム認証局のインストール 
 

先ほどの接続が失敗したのは、AQF 社の Exchange 環境で自己署名証明書を使用していたからです。ESA1 から Exchange 環境
へのセキュアな接続を実現するには、カスタム認証局（CA）を追加する必要があります。 

1. [ネットワーク（Network）] > [証明書（Certificates）] に移動します。[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。 

 

 
 

2. [カスタムリスト（Custom List）] セクションの [有効（Enable）] の横にあるラジオボタンをクリックします。次に、[ファイ
ルの選択（Choose File）] を選択します。 

 

 
 

3. ワークステーションのデスクトップに移動し、dCloud Files というフォルダを見つけて開き、AMP for Exchange というサ
ブフォルダを開きます。custom CA.txt ファイルを選択します。[開く（Open）] をクリックします。 

 

 
 

4. [送信（Submit）] ボタンをクリックします。 
 

5. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
6. [認証局（Certificate Authorities）] セクションで [設定の編集（Edit Setting）] を再度クリックし、カスタム CA が正常に追加

されていることを確認します。 
 

7. [カスタムリスト（Custom List）] ボックスに [カスタム認証局の表示（View Custom Certificate Authorities）] というリンク
が表示されます。 
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8. そのリンクをクリックすると、カスタム CA の内容が表示されます。DCLOUD がルート CA になっているはずです。 
 

 
 

9. ポップアップボックスを閉じます。これで MAR 接続をテストする準備ができました。 
 
 

タスク：MAR 接続のテスト 
 

このタスクでは、カスタム認証局を適用する前に失敗したテスト接続を再度実行します。 
 

1. [システム管理（System Administration）] > [アカウント設定（Account Settings] に戻ります。 
 

2. 先ほど作成した dcloud プロファイルをクリックします。 
 

3. [テスト接続（Test Connection）] をクリックし、電子メールアドレスのボックスに alan@dcloud.cisco.com と入力します。
[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。 

 

4. [接続ステータス（Connection Status）] に [Exchangeに接続しました。接続は正常です。アプライアンスはユーザのメール
ボックスを読み取ることができます。（Connected to Exchange. Connection Successful. The appliance is able to read the 
user’s mailbox）] と表示されます。  

 

mailto:alan@dcloud.cisco.com
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5. [完了（Done）] をクリックしてボックスを閉じます。 
 
 

タスク：ドメインマッピング 
 

ドメインマッピングは、受信者ドメインをプロファイルまたは連結プロファイルにマッピングする際に使用されます。受信者ド
メインがプロファイルにマッピングされている場合、ESA1 は、ドメインの受信者に送信されたメッセージで MAR を実行すると
きにそのプロファイルを使用します。 

1. [システム管理（System Administration）] > [アカウント設定（Account Settings）] に移動し、[ドメインマッピングの作成
（Create Domain Mapping）] をクリックします。 

 

 
 

2. [ドメイン名（Domain Name）] のボックスに dcloud.cisco.com と入力し、[マッピングされたプロファイル（Mapped 
Profile）] として [dcloud] を選択します。 
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3. [送信（Submit）] ボタンをクリックします。 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：受信メールポリシーでの MAR の有効化 
 

デフォルトの AMP ポリシーを編集して MAR を有効にします。MAR は、悪意があると判定されたファイルが添付されており、
かつ Exchange のユーザメールボックスにすでに配信されているメッセージに適用されます。 

1. ESA1 で [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] を開いたまま、[デフォルトポ
リシー（Default Policy）] の [高度なマルウェア防御（Advanced Malware Protection）] セクション内をクリックします。 

 

 
 

2. [メールボックス自動修復（MAR）を有効にする（Enable Mailbox Auto Remediation (MAR)）] セクションが表示されるまで
下にスクロールします。ボックスにチェックマークを付けてこの機能を有効にし、Exchange ユーザのメールボックスに
入っているメッセージに対するアクションとして [削除（Delete）] を選択します。 

 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 
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タスク：悪意のあるファイルの作成 
 

AMP の出力を過去に遡ってシミュレートするため、クリーンファイルを生成して組織内で受信する電子メールに添付します。こ
のファイル自体には悪影響を与える機能はありませんが、Cisco AMP ファイル分析は、このファイルを悪意のあるテストファイ
ルとして処理し、悪意のあるペイロードを含んでいる場合と同じアクションを実行します。 

1. ワークステーションのデスクトップに移動し、dCloud Files というフォルダを見つけて開き、MAR for Exchange というサ
ブフォルダを開きます。 

 
 

2. Make Malware.bat というファイルをダブルクリックして開き、メッセージが表示されたら [実行（Run）] ボタンを押して
実行を承認します。正常に実行されると、malware.exe という 2 つ目のファイルが生成されます。 

 
 

タスク：悪意のあるファイルが添付されたメッセージの送信 
 

悪意のあるペイロードを含むファイルが生成されたので、そのファイルを添付して Ben から Alan にメッセージを送信します。
これにより、AMP エンジンがトリガーされ、必要な処理が実行されます。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある PuTTY を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選
択して、[開く（Open）] をクリックします。 

 
2. 前述のログイン情報を使用してログインします。ログインしたら、tail mail_logs コマンドを入力して、キーボードで Enter 

を押します。このコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次の手順に進みます。 
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3. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben のメールボックスから、次のパラメータを使用して新しいメッ
セージを作成します。 

 

送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： MAR for Exchange Test 

本文： MAR for Exchange Test 

添付： 先ほどの手順で作成した malware.exe（デスクトップ上の dCloud Files > AMP for Exchange サブフォ
ルダに保存）を添付します。 

 

 
 

4. メッセージを送信します。Microsoft Outlook によって、安全ではないファイルに関する警告が表示されたら、[はい（Yes）] 
をクリックしてこの警告を無視します。 

 
5. [フォルダを送受信（Send/Receive All Folders）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセスを手動で実行します。 

 
 

タスク：メールログによる電子メール送信ステータスのモニタリング 
 

1. ESA1 の CLI セッションに移動し、ログがスクロールするまで待ちます。画面の表示が更新されて新しいアクティビティが
反映されるまでしばらく時間がかかる場合があります。 

2. 以下のログで強調表示されている行とその前の行は、ファイルレピュテーションの判定を示しています。判定が UNKNOWN
（未知）であるため、ファイルは詳しく分析するために送信されます。また、このとき SHA256 が割り当てられていること
にも注目してください。 

 

 
 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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3. Microsoft Outlook に戻り、マルウェアテストメールが Alan の受信トレイフォルダに届いていることを確認します。 
 

 
 

4. ESA1 の CLI セッションに戻り、キーボードの Ctrl キーを押した状態で C キーを押し、tail mail_logs オペレーションを停止
させます。 

 
 

タスク：AMP ログによる AMP アクションのモニタリング 
 

1. 同じ CLI セッションで、tail amp という別のコマンドを入力し、Enter を押します。AMP ログから、AMP クラウドからク
エリの応答が返信されたことがわかります。7 ～ 10 分程度経過すると、ファイル分析プロセスの完了後に判定結果が出力さ
れていることもわかります。 

 

 
 

2. キーボードの Ctrl キーを押した状態で C キーを押して、tail amp オペレーションを停止させます。 
 
 

タスク：AMP による過去の判定結果の更新と MAR アクションのモニタリング 
 

判定結果が MALICIOUS（悪意のある）に設定されると、AMP はその結果を過去の判定の変更と見なします。Alan のメール
ボックスに入っている悪意のあるテストメールに対する MAR アクションの実行指示は、CES によって自動的にスケジュール
されます。 

 

 
 

1. ESA1 の GUI（Chrome）にアクセスし、[モニタリング（Monitor）] > [AMP判定の更新（AMP Verdict Updates）] に移動し
ます。レポートを見ると、malware.exe というファイルの判定結果が UNKNOWN（不明）から MALICIOUS（悪意のあ
る）に変わったことがわかります。 

 

注：AMP クラウドサービスがイベントに応答して MAR アクションを実行するまでには、6 ～ 8 時間程度の時間がかかることが
あります。この後のラボシナリオに進んで、それが完了してからこのタスクを再開するようにしてください。ラボセッションの
間に MAR アクションが実行されない場合は、以下の手順を参照して、MAR アクションの動作を理解してください。 
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2. [モニタリング（Monitor）] > [メールボックス自動修復（Mailbox Auto Remediation）] に移動して、malware.exe が添付され
ているメッセージに対して実行された MAR アクションを確認します。Alan のメールボックスでそのメッセージの修復が正
常に実行されたことがわかります。 

 

 
 

Microsoft Outlook に戻ると、malware.exe が添付されたメッセージはすでに Alan の受信トレイフォルダから消えています。 
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シナリオ 14：SAML 2.0 を使用したシングルサインオン（SSO） 
 

ユースケース 
 

Luis は、全従業員と全請負業者の ID 管理の一元化を InfoSec 部門に要請しました。地理的に分散した複数の場所に存在する巨大
で複雑な環境が、この 5 年間でさらに拡大していたからです。 

AQF 社のネットワーク環境では、認証フレームワークとして SAML が最適だと見なされてきました。さまざまなベンダーのアプ
リケーションが、共通の認証スキームを使用して相互に通信できるからです。これにより、1 度のログインで他のアプリケー
ションのポータルにもアクセスできるシームレスなユーザ認証サービスを実現できます。 

SAML では、強力なセキュリティ機能も追加されています。これは、PKI を使用してアサート済みの ID を攻撃から保護するもの
で、InfoSec チームにとっても最適な方法と言えます。Cisco E メールセキュリティでは、SAML を使用した一元的な認証とロー
ル管理がサポートされています。InfoSec チームは、どの従業員にも必要なときに必要な権限を与えるために、この機能をぜひ利
用したいと思っています。 

 
目的 

 
このシナリオでは、Active Directory フェデレーションサービス（ADFS）を ID プロバイダー（IDP）として使用し、AQF 社の 
Cisco E メールセキュリティ環境をお客様の Microsoft Active Directory と統合する方法について示します。 

 
課題 

 
目標は、AQF 社の電子メール セキュリティ アプライアンス（ESA）上に SAML SSO ベースの外部認証を設定して、ESA1 ポー
タルにカスタムの AD ユーザアカウントでログインすることです。この演習を完了するために実行する必要があるタスクの概要
を以下に示します。 

• サービスプロバイダー（SP）と ID プロバイダー（IDP）の設定方法を学習します。 

• SP と IDP の両環境間でメタデータを共有することで信頼性の高い SAML 関係を確立します。 

• Active Directory 内にカスタムグループとカスタムユーザを作成し、ESA に外部認証を設定します。 

• AQF 社が Cisco E メールセキュリティで一元化されたロール管理をどのように利用できるかを示します。 

 
手順 

 
タスク：ESA1 でのサービスプロバイダー（SP）プロファイルの作成 

 

このタスクでは、AQF 社の Cisco E メールセキュリティ環境にログインし、サービスプロファイルを作成して、Active Directory 
フェデレーションサービス（ADFS）へのセキュアな接続を有効にする必要があります。 

1. タスクバーから Chrome を開き、ESA1 の最初のブックマークをクリックします。次のログイン情報でログインします。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
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2. [システム管理（System Administration）] > [SAML] に移動して、[サービスプロバイダーの追加（Add Service Provider）] を
クリックします。 

 

 
 

3. [サービスプロバイダーの設定（Service Provider Settings）] に次の情報を入力します。 
 

ポリシー名： esa1 

エンティティ ID： https://esa1.dcloud.cisco.com 

アサーションコンシューマ
URL： 

https://esa1.dcloud.cisco.com 

SP 証明書： - [ファイルを選択（Choose File）] をクリックします。 
- フォルダパス Desktop > dCloud Files > SAML > esa.pem を選択します。 

秘密キー： - [ファイルを選択（Choose File）] をクリックします。 
- フォルダパス Desktop > dCloud Files > SAML > esa.key を選択します。 
- パスフレーズとして 123 と入力します。 

名前： - [名前（Name）]：esa1.dcloud.cisco.com 
- [表示名（Display Name）]：esa1.dcloud.cisco.com 
- [URL]：https://esa1.dcloud.cisco.com 

技術的な問い合わせ先： - [メール（Email）]：administrator@dcloud.cisco.com 

 

mailto:administrator@dcloud.cisco.com
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4. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

5. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：ID プロバイダー（IDP）プロファイルの作成 
 

このタスクでは、IDP（ADFS）メタデータをインポートし、認証と許可を実行するためにセキュアな通信を有効にします。 
 

1. Chrome で新しいブラウザタブを開き、ADFS Metadata のブックマークをクリックします。このブックマークをクリックす
ると、ADFS サービスをホスティングしている Active Directory サーバから XML ベースのメタデータが即座にダウンロード
されます。 

 

 
 

 
 

注：AD FS メタデータのデフォルトの URL アドレスは、https://adfs-server/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml 
です。 
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2. ダウンロードされたファイルは、Chrome ブラウザの左下隅に表示されます。 
 

 
 

3. XML ベースのメタデータファイルは、ダウンロードしてデフォルトの Downloads フォルダに保存する必要があります。 
 

 
 

4. ブラウザの [ESA1] タブに戻ります。[システム管理（System Administration）] > [SAML] に移動して（すでに移動済みの場
合はそのままで）、[IDプロバイダーの追加（Add Identity Provider）] をクリックします。 

 
5. アカウントプロファイルに次の情報を入力します。 

 

ポリシー名： dcloud-ad1 

設定： - [IDPメタデータのインポート（Import IDP Metadata）] を選択します。 
- [ファイルを選択（Choose File）] をクリックします。 
- C:\Users\Administrator\Download > FederationMetadata.xml を選択します。 

 

 
 

6. [送信（Submit）] をクリックします。 

7. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

8. [サービスプロバイダー（Service Provider）] という設定の下の [メタデータのダウンロード（Download Metadata）] をク
リックします。esa1_metadata.xml というファイルがダウンロードされます。 
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タスク：サービス プロバイダー メタデータの ID プロバイダーへのアップロード 
 

このタスクでは、先ほどのタスクで作成した ESA1 のメタデータを、AD1 サーバでホスティングされている ADFS サービスに
アップロードします。 

1. ワークステーションから、タスクバーにある RDC を起動します。[コンピュータ（Computer）] に ad1.dcloud.cisco.com 
と入力して [接続（Connect）] をクリックし、AD1 サーバにリモートからアクセスします。必要に応じて、以下のログイン
情報を使用してログインします。セキュリティ警告が表示されたら承認して続行します。ログインしたら、以下のように設
定します。 

ユーザ名：DCLOUD\Administrator 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

 
 

2. タスクバーにある [AD FS管理（AD FS Management）] というラベルのアイコンをクリックします。 
 

 
 

3. AD FS コンソールの右側の [アクション（Actions）] パネルで、[信頼当事者証明の追加…（Add Relying Party Trust…）] を
クリックします。 

 

注：メタデータファイル esa1_metadata.xml のコピーが AD1 サーバにすでに保存されています。次のタスクに進んでください。 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 116/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

 
 

4. [開始（Start）] をクリックしてウィザードを開始します。[信頼当事者についてのデータをファイルからインポートする
（Import data about the relying party from a file）] を選択し、[参照（Browse）] をクリックします。 

 

 
 

5. 先ほどのタスクの注に記載した通り、メタデータファイル（esa1_metadata.xml）はすでに転送済みで、AD1 の Desktop > 
SAML (ESA1) フォルダに保存されています。このメタデータファイルを選択し、[開く（Open）] をクリックします。 

 

 
 

6. [次へ（Next）] をクリックします。 
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7. [エラー：AD FS管理（Error – AD FS Management）] というエラーが発生します。[OK] をクリックしてエラーを確認し、次
のタスクに進んでメタデータを修正します。 

 

 
 
 

タスク：ESA メタデータの問題（CSCvh30183）の修正 
 

このエラーは既知の問題（CSCvh30183）であり、修正される予定です。ただし、今すぐラボ環境で作業するには、メタデータ
を修正する必要があります。 

1. AD1 のデスクトップで、SAML（ESA1） フォルダを開いてから、esa1_metadata.xml ファイルを右クリックします。
Notepad または Notepad++ を使用してファイルを編集します。 

 

 
 

2. Notepad++ を使用して、  と  の 2 つのテキストを 
12、31、39、および 58 の各行から削除します。 

 
 

 
 

-----BEGIN CERTIFICATE----- -----END CERTIFICATE----- 

注：<ds:X509Certificate> と </ds:X509Certificate> は削除しないでください。 
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3. ファイルを保存して次のタスクに進みます。 
 
 

タスク：要求ルールの設定 
 

このタスクでは、どのような情報を共有するかを示す要求ルールを設定します。 
 

1. AD FS コンソールに戻って再度 [Next（次へ）] をクリックします。[フェデレーションメタデータファイルの場所：
（Federation metadata file location:）] が空白になっている場合は、Desktop > SAML (ESA1) フォルダから再度 ESA1 メタ
データファイルを選択します。 

2. 表示名として ESA1 と入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 
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3. 残りの手順はすべてのデフォルトの選択のままにして、[Next（次へ）] を 3 回クリックし、[閉じる（Close）] をクリックし
ます。ウィザードを閉じると、[要求ルールの編集（Edit Claim Rule）] ダイアログが開きます。 

4. [ルールの追加…（Add Rule…）] をクリックします。 

5. [要求ルールテンプレート（Claim rule template）] ドロップダウンから [LDAP属性を要求として送信（Send LDAP Attributes 
as Claims）] を選択します。[次へ（Next）] をクリックします。 

 

 
 

6. [要求ルール名（Claim rule name）] フィールドに ESA1 と入力します。 
 

7. [属性ストア（Attribute Store）] で [Active Directory] を選択します。 
 

8. ドロップダウンメニューから次の値を選択して LDAP 属性をマッピングします。 
 

[LDAP属性（追加する場合はその属性を選択または入
力）（LDAP Attribute (Select or type to add more)）] 

[発信要求タイプ（追加する場合はそのタイプを選択または入
力）（Outgoing Claim Type (Select or type to add 
more)）] 

[SAM-Account-Name] [名前ID（Name ID））] 

[Token-Groups-Unqualified Names] [グループ（Group）] 

 

 
 

9. [完了（Finish）] をクリックし、[適用（Apply）] をクリックします。 
 

10. [OK] をクリックして [要求ルールの編集（Edit Claim Rules）] ダイアログボックスを閉じます。 
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タスク：AD1 でのカスタムユーザとカスタムグループの作成 
 

このタスクでは、AQF 社の Active Directory 環境に、2 つのカスタムユーザと 2 つのカスタムグループを追加します。 
 

1. AD1 のデスクトップで、タスクバーにある [Active Directoryユーザとコンピュータ（Active Directory Users and 
Computers）] アイコンをクリックします。 

 

 
 

2. [ユーザ（Users）] ディレクトリを右クリックします。メニューから [新規（New）] > [ユーザ（User）] を選択します。 
 

 
 

3. [名（First name）] ボックスに ESA、[姓（Last name）] ボックスに Admin と入力してから、[ユーザログオン名（User 
Logon name）] に esa-admin と入力します。[次へ（Next）] をクリックします。[ユーザは次回のログオン時にパスワード変
更が必要（User must change password at next Logon）] の選択を解除してから、[パスワードを無期限にする（Password 
Never Expires）] ボックスを選択します。[パスワード（password）] ボックスと [パスワードの確認（confirm password）] 
ボックスに C1sco12345 と入力します。[次へ（Next）] ボックスをクリックし、[完了（Finish）] をクリックします。 
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4. 手順 2 と手順 3 を繰り返して、esa-guest という別の新しいユーザアカウントを作成します。 
 

   
 

5. 2 つのカスタムグループを作成し、各グループにそれぞれ新しく作成したユーザアカウントを指定します。[ユーザ
（Users）] ディレクトリを右クリックします。メニューから [新規（New）] > [グループ（Group）] を選択します。 
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6. [グループ名（Group name）] フィールドに ESA Admin Group と入力して、[OK] をクリックします。 
 

 
 

7. 手順 5 を繰り返して、esa-guest という別のグループを作成します。 
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8. [ユーザ（Users）] ディレクトリで ESA Admin というユーザ名を見つけます。そのユーザ名を右クリックし、[グループに
追加...（Add to a group…）] を選択します。 

 

 
 

9. [選択するオブジェクト名を入力（Enter the object names to select）] フィールドに ESA Admin Group と入力して、[OK] を
クリックします。 

 

 
 

10. [OK] をクリックして、通知ボックスの内容を承認します。 
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11. esa-guest というユーザ名を右クリックし、[グループに追加...（Add to a group…）] を選択します。 
 

12. [選択するオブジェクト名を入力（Enter the object names to select）] フィールドに ESA Guest Group と入力して、[OK] を
クリックします。 

 

 
 

13. 再度 [OK] をクリックして、通知ボックスの内容を承認します。 
 

14. AD1 のリモート デスクトップ セッションを閉じて、ワークステーションのデスクトップに戻ります。 
 

 
 
 

タスク：外部認証の有効化 
 

Chrome ブラウザで ESA1 に戻り、外部認証を有効化し、Active Directory（SAML）を使用して ESA1 にログインするユーザを
認証します。 

1. ESA1 で [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）] に移動します。[外部認証（External Authentication）] 
の下で [有効化（Enable）] をクリックします。 

 

 
 

2. [認証タイプ（Authentication Type）] で [SAML] を選択します。 
 

3. [ディレクトリ内のグループ名（Group name in Directory）] で ESA Admin Group と入力し、ロールとして [管理者
（Administrator）] を選択します。 

 
4. [Add Row（行の追加）] をクリックします。 

 

注：ユーザアカウントが適切なグループに追加されていることを確認してください。同じユーザアカウントを 2 つ以上のグルー
プに追加すると、不整合な結果が生じることがあります。 
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5. [ディレクトリ内のグループ名（Group name in Directory）] で ESA Guest Group と入力し、ロールとして [ゲスト
（Guest）] を選択します。 

 

 
 

 
 

6. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

7. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、 

再度 [変更の確定（Commit Changes）] をクリックします。 
 
 

タスク：外部ユーザ認証によるシングルサインオン（SSO）機能の確認 
 

ここまで来ればあと少しです。次に、ここまでの作業内容をテストして、新しいログインアカウントが正常に動作することを確
認します。 

 
1. ブラウザの [ESA1] タブを開いたままで、右上隅の [オプション（Options）] を選択してから、[ログアウト（Log Out）] をク

リックします。 
 

 
 

注：グループ名では大文字と小文字が区別されます。また、Cisco E メールセキュリティで SAML ベースの認証に成功するには、
グループ名が AD グループのエントリと同一である必要があります。 
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2. [ユーザ名とパスフレーズ（Username and Passphrase）] フィールドの下にある [シングルサインオンを使用（Use Single 
Sign On）] ボタンをクリックします。 

 

 
 

3. dcloud\esa-admin という外部ユーザログイン情報と C1sco12345 というパスワードを使用してサインオンを試みます。[サ
インイン（Sign In）] をクリックします。 
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4. ログインが成功するはずです。右上隅の [オプション（Options）] を再度クリックして、[アクティブセッション（Active 
Sessions）] をクリックします。 

 

 
 

5. esa-admin という外部ユーザ名には Administrator ロールが割り当てられているはずです。 
 

 
 

6. SAML 認証方法を使った ESA1 シングルサインオンに成功しました。 
 

7. 再度 ESA1 からログアウトし、アドレスバーで chrome://settings/clearBrowserData と入力します。 
 

 
 

8. [データを消去（Clear data）] をクリックして、SAML セッションの Cookie を消去します。 
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9. ESA1 のブックマークをクリックします。警告が表示されたら、[詳細（Advanced）] をクリックし、[esa1.dcloud.cisco.com
に進む（安全でない）（Proceed to esa1.dcloud.cisco.com (unsafe)）] をクリックします。 

 

 
 

10. ここで、[シングルサインオンを使用（Use Single Sign On）] オプションを選択して、esa-guest という別の外部ユーザ名で
ログインを試みます。dcloud\esa-guest と入力し、C1sco12345 というパスワードを入力します。[サインイン（Sign In）] 
をクリックします。 

 

 
 

11. ESA1 のログインに成功するはずです。右上隅の [オプション（Options）] を再度クリックして、[アクティブセッション
（Active Sessions）] をクリックします。esa-guest という外部ユーザ名には Guest ロールが割り当てられているはずです。 

 

 
 

 
 

 
 

注：Chrome ブラウザを閉じるか、chrome://settings/clearBrowserData にアクセスし、SAML セッションの Cookie を消去して
から、次のラボシナリオに進んでください。 
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タスク：シングルサインオンの無効化（クリーンアップ） 
 

お疲れ様でした。これで、ラボの「シングルサインオン」の部分が完了しました。次のラボシナリオに進む前に、ESA1 ポータ
ルの [外部認証（External Authentication）] 設定を無効化してください。 

1. ブラウザの [ESA1] タブを開いたままで、右上隅の [オプション（Options）] を選択してから、[ログアウト（Log Out）] をク
リックします。 

2. [シングルサインオンを使用（Use Single-Sign On）] リンクをクリックしないでください。ユーザ名に admin、パスフレー
ズに C1sco12345 と入力して、ESA1 にログインしてください。 

3. [システム管理（System Administration）] > [ユーザ（Users）] に移動します。[外部認証（External Authentication）] で [グ
ローバル設定を編集（Edit Global Settings）] をクリックします。 

4. [外部認証の有効化（Enable External Authentication）] のチェックを外します。 

5. [送信（Submit）] をクリックします。 

6. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 
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シナリオ 15：Common Event Format（CEF）ベースの統合ロギングのサポート 
 

ユースケース 
 

AQF 社はこれまでずっと、Cisco E メール セキュリティ ソリューションを使用して、メッセージトラッキングを使用して特定の
イベントの追跡と検索を行ってきました。SOC チームでは、ログと電子メール イベントが膨大な数になっていることに気付いた
ため、1 つの電子メールトランザクションのイベントすべてを 1 行のログにまとめてサードパーティ製品に入力し、詳細に分析
したいと考えています。 

こうした懸念に対応するため、SOC チームは、すべてのイベントを 1 行のログにまとめる新しいログサブスクリプションを作成
することにしました。この 1 行には、メッセージの詳細を示す特定のヘッダー（送信者、受信者、メッセージ ID など）、判定情
報（AS、AV、OF など）、および最終的に適用するアクションが含まれます。 

Common Event Format（CEF、RFC3164）はロギングおよび監査のためのファイルフォーマットで、ArcSight で標準の Syslog 
フォーマットとして使用されています。このフォーマットは比較的簡単に生成および解析できるため、ディスクの消費量を抑え
ることができ、インデックスの生成が高速化されます。また、トランスポート非依存であり、多くの SIEM で同じログを取り込
むためにこのログフォーマットが採用されています。 

さらに、Cisco E メールセキュリティ ソリューションは、AWS が提供する Amazon S3（Simple Storage Service）もサポートし
ているため、ログを S3 バケットに保存しておき、簡単にエクスポートおよび利用することが可能になります。 

 

目的 
 

このシナリオでは、新しい CEF ログサブスクリプションを作成する方法について示します。1 つの電子メールトランザクション
のイベントすべてを 1 行のログにまとめて、サードパーティ製のレポート作成ツールである Splunk に簡単にエクスポートできる
ようにします。 

 
課題 

 
目標は、Cisco E メールセキュリティで Single Log Line（SLL）機能を使用して、新しい CEF ログサブスクリプションを作成す
ることです。この演習を完了するために実行する必要があるタスクの概要を以下に示します。 

• ESA1 で新しいログ サブスクリプション プロファイルを作成および設定します。 

• 適切な統合イベントログを選択します。 

• Splunk で新しい TCP データ入力を作成し、作成された単一行ログイベントを取り込みます。 

• ひとまとまりの電子メールイベントを送信します。これらの電子メールを参照しているログは Splunk で検索できます。 
 

手順 
 

タスク：Splunk Enterprise での TCP データ入力の変更 
 

1. ワークステーションで Google Chrome を起動します。Splunk のブックマークをクリックします。Splunk という新しいタ
ブが作成されます。 
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2. 次のログイン情報でログインします。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

 
 

3. [設定（Setting）] メニューをクリックして、[データ入力（Data Inputs）] を選択します。 
 

 
 

4. [TCP] セクションで [+新規追加（+ Add new）] をクリックします。 
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5. 右側のペインで [TCP] を選択し、514 番ポートをリッスンするインスタンスを設定します。これは、ログサブスクリプショ
ンがリッスンするポートです。その他の設定はデフォルトの値のままにします。[次へ（Next）] をクリックします。 

 

 
 

6. [入力設定（Input Settings）] で [ソースタイプを選択（Select Source Type）] に移動し、[その他（Miscellaneous）] にマウ
スポインタを合わせて、[generic_single_line] を選択します。 

 

 
 

7. [アプリケーションコンテキスト（App Context）] で、[検索とレポート（検索）（Search & Reporting (search)）] を選択し
ます。 
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8. その他のオプションはデフォルトのパラメータのままにします。右上隅にある [確認（Review）] をクリックします。 
 

 
 

9. 作成された新しい TCP コントローラのオプションをすべて確認できるようになります。[送信（Submit）] をクリックして変
更内容を保存します。 

 

 
 
 

タスク：ESA1 での新しいログ サブスクリプション プロファイルの作成 
 

このタスクでは、イベントログを統合するための新しいログサブスクリプションを作成し、Syslog（TCP/514）フォーマットで 
Splunk Enterprise にエクスポートする適切なログフィールドを選択します。 

1. Chrome で新しいブラウザタブを開きます。ESA1 のブックマークをクリックし、次のログイン情報を使用してログインし
ます。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

2. [システム管理（System Administration）] > [ログサブスクリプション（Log Subscriptions）] に移動します。[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。 

 

 
 



© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 134/172 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

3. [ログタイプ（Log Type）] で [統合イベントログ（Consolidated Event Logs）] を選択します。 
 

 
 

4. 新しいログサブスクリプションを次のように設定します。 
 

ログ名： ESA_CEF 

ログフィールド： - [利用可能なログフィールド：（Available Log Fields:）] 内で以下を選択します。 
o [AMP判定（AMP Verdict）]  
o [AS判定（AS Verdict）]  
o [AV判定（AV Verdict）] 
o [メッセージフィルタ判定（Message Filters Verdict）]  
o [メッセージの最終アクション（Message Final Action）]  
o [メッセージの最終アクションの詳細（Message Final Action Details）]  

- [追加（Add）] をクリックします。 

検索方法： - [Syslogプッシュ（Syslog Push）] を選択します。 
- [ホスト名（Hostname）]：198.18.133.110 
- [プロトコル（Protocol）]：デフォルト (TCP) 
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5. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

6. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：ESA1 へのランダムメッセージの生成 
 

ESA1 で、CEF ベースのログサブスクリプションを設定したら、いくつかメッセージを生成して ESA1 に格納し、Splunk 
Enterprise ポータルでそれらのメッセージログが表示されることを確認します。 

1. ワークステーションのデスクトップに移動し、dCloud Files というフォルダを見つけて開き、Single Log Line というサブ
フォルダを開きます。 

 

 
 

 
 

 
3. 選択したログフィールドがここに表示されます 

特定のログのフィー 
ルドを選択します 

 
 
 
 
 
 
 

「追加（Add）」をクリックします 
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2. send-email.bat をダブルクリックし、メッセージが表示されたら [実行（Run）] ボタンを押して承認します。 
 

 
 

 
 

 
 

タスク：Splunk での CEF ログの検索 
 

次に、Splunk Enterprise でログ検索を実行して、検索結果で CEF ログフィールドに適切な値が入力されていることを確認します。 

1. Chrome で [Splunk] タブに戻ります。[アプリケーション（Apps）] に移動し、[検索とレポート（Search & Reporting）] をク
リックします。 

 

 
 

2. [検索対象（What to Search）] ボックスで、イベント値が増加し続けていることを確認できます。 
 

 
 

3. すべての CEF ログが Splunk にインポートされるまで待つ必要はありません。[データの概要（Data Summary）] ボタンをク
リックすると、これらの検索パラメータの原因となっているイベントを確認できます。[データの概要（Data Summary）] 
で、ホスト（esa1.dcloud.cisco.com）をクリックすると、CEF ログが表示されます。 

 

注：メッセージ インジェクションが完了してから、それらの CEF ログが Splunk Enterprise Web ポータルで検索可能になるまで
に、6 ～ 10 分程度かかります。しばらくお待ちください。 
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4. 以下のような情報が表示されます。 
 

 
 

5. 右側の列でいずれかのイベントを選択して [>] アイコンをクリックすると、特定のイベントに関する詳細が表示されます。 
 

 
 

6. [>] アイコンボタンを再度クリックすると、ログイベントが通常の表示に戻ります。 
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タスク：インポートした CEF ログを使用したレポートの生成 
 

複数行イベントに基づくレポートの解析と作成で Syslog を使用する場合、SIEM とのいくつかの統合を可能にするためにアドオ
ンアプリケーションまたはプラグインを活用する必要が生じます。CEF フォーマットのログイベントを使用すると、単にログ
ファイルをウィジェットまたはダッシュボードに追加するだけで、ネイティブにレポートを生成できるようになります。それで
は、やってみましょう。 

1. Splunk Enterprise ポータルの左側のパネルにある [関心のあるフィールド（Interesting Fields）] で [ESAASVerdict] （スパム
対策判定）を見つけます。クリックして、そのプロパティを表示します。[上位値（Top values）] をクリックします。 

 

 
 

2. 見つかった ESA スパム対策判定の上位値を示す棒グラフが表示されます。 
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3. 棒グラフにマウスポインタを合わせ、円グラフに変更します。 
 

 
 

4. データが円グラフで表示されます。 
 

 
 

5. この検索結果はダッシュボードパネルとして保存できます。[名前を付けて保存（Save As）] ボタンをクリックし、[ダッ
シュボードパネル（Dashboard Panel）] を選択します。 
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6. [新規（New）] ダッシュボードを選択し、ID に ESA1_Dashboard と入力します。[パネルタイトル（Panel Title）] に 
AntiSpam Status と入力して、[保存（Save）] をクリックします。 

 

 
 

7. [ダッシュボードの表示（View Dashboard）] をクリックします。 
 

 
 

8. [ESA1_Dashboard] ページにリダイレクトされます。 
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シナリオ 16：メッセージ添付ファイルの Safe Print 機能 

ユースケース 
 

高度な脅威は絶えず進歩しており、従来の署名ベースおよびレピュテーションベースのセキュリティ保護対策を回避する新しい
方法が出現しています。こうした状況の中、Cisco はより高度な機能を採用し、それをすべてのお客様に紹介してきました。
SafePrint は、ファイルが添付された電子メールを検索し、Safe Print の対象として指定したファイルのタイプに応じて、サニタ
イズされたフラットファイルを効果的に作成することで、それらのファイルにアクティブなコンテンツが含まれていてもそれを
リアルタイムで無効化します。SafePrint を使用すれば、エンドユーザがファイル内の悪意のあるコンテンツをクリックする可能
性を事前に排除して、企業のファイル保護戦略を強化できます。 

AQF 社は、同社の Cisco E メール セキュリティ ソリューションで、この設定済みの組み込み機能を有効にすることにしました。
AQF 社の目的は、マルウェアの機能を特定または検出することではなく、エンドユーザが悪意のあるコンテンツをクリックする
可能性や、マルウェアに感染して企業ポリシーで承認されていないファイルを開いてしまう可能性を効果的に排除することで
す。ただし、エンドユーザはそのファイルの Safe Print バージョンを表示することができます。また、オリジナルのファイルを
解放するよう要求することもできます。 

 

目的 
 

このシナリオでは、SafePrint 機能と対応するオプションを有効化および設定する方法について示します。SafePrint 機能により、
ファイル内で有効になっている疑わしいマクロを停止できると同時に、安全で保護された方法でその内容を表示することができ
ます。 

 
課題 

 
目標は、Cisco E メールセキュリティ（esa1.dcloud.cisco.com）バージョン 13.1 で SafePrint を有効化および設定する方法を学
習することです。この演習を完了するために実行する必要があるタスクの概要を以下に示します。 

 
• SafePrint グローバル設定を有効化および構成します。 

• SafePrint がアクションとして設定された新しい受信メールコンテンツフィルタを作成します。 

• マクロが有効になっているファイルが添付された電子メールを送信し、SafePrint によって内部ユーザ（Alan）が保護さ
れていることを確認します。 

• SafePrint の仕組みを理解し、元ファイルの SafePrint バージョンを表示して確認します。 
 

手順 
 

タスク：SafePrint グローバル設定の有効化および構成 
 

1. Google Chrome を起動します。ESA1 のブックマークをクリックし、次のログイン情報を使用してログインします。 

ユーザ名：admin 

パスフレーズ：C1sco12345 
 

2. [セキュリティサービス（Security Services）] > [スキャン動作（Scan Behavior）] に移動します。ページを下にスクロール
して [グローバル設定を編集（Edit Global Settings）] をクリックします。 
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3. 下にスクロールして [Safe Printの設定（Safe Print Setting）] セクションを見つけます。Safe Print の設定で次の情報を指定
します。 

 

ファイルタイプの選択： [すべてを選択（Select All）] をクリックします。 

ウォーターマーク： - [有効（Enabled）] を選択します。 
- SafePrint というカスタムテキストを入力します。 

カバーページ： - [有効（Enabled）] を選択します。 
- This is a SafePrint version. というカスタムテキストを入力します。 

 

 
 

4. [送信（Submit）] ボタンをクリックします。 
 

5. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：コンテンツフィルタの作成 
 

このタスクではドキュメント内のマクロを特定し、そのメッセージに対して適切なアクションを実施する（つまり、ドキュメン
トの safeprint バージョンを作成する）新しいコンテンツフィルタを作成します。その後、サニタイズされたコピーが PDF 形式
で本来の受信者に送信されます。 

1. [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信コンテンツフィルタ（Incoming Content Filters）] に移動して、[フィルタの追加
（Add Filter）] をクリックします。 
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2. 条件とアクションを次のように設定します。 
 

名前： SafePrint 

条件： - [添付ファイル情報（Attachment File Info）] > [ファイルタイプ（File Type）] > [以下に等しい（Is）] 
> [ドキュメント（Documents）] 

アクション 1： - [隔離（Quarantine）] を選択します。 
- [隔離するメッセージを送信（Send message to quarantine）]：[ポリシー（Policy）] 
- [メッセージのコピーを生成（Dupulicate message）] を選択します。 

アクション 2： - [Safe Print] を選択します。 
- [添付ファイルに対するアクション（Action for attachment(s):）]：[すべての添付ファイルをSafePrint

で出力（Safeprint all attachments）] 
- [スキャンできない添付ファイルの削除（Strip unscannable attachment(s)）]：[はい（Yes）] 

 

 
 

3. [OK] をクリックします。 
 

4. [アクションを追加（Add Action）] をクリックします。 
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5. [OK] をクリックします。 
 

6. [アクションを追加（Add Action）] を再度クリックします。 
 

 
 

7. [OK] をクリックします。 
 

 
 

8. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成します。 
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タスク：受信メールポリシーの編集 
 

最後のタスクはデフォルトの受信メールポリシーを変更して、コンテンツフィルタを有効にすることです。 
 

1. [メールポリシー（Mail Policies）] > [受信メールポリシー（Incoming Mail Policies）] に移動して、[デフォルトポリシー
（Default Policy）] の [コンテンツフィルタ（Content Filters）] ボックス内をクリックします。 

 

 
 

2. 先ほどの手順で作成した safeprint コンテンツフィルタにチェックマークを付けて有効にします。 
 

 
 

3. [送信（Submit）] をクリックしてコンテンツフィルタを作成し、ポリシーを確認します。 
 

4. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：ファイルが添付された電子メールの送信 
 

前提条件となる設定が完了していれば、電子メールを Ben から Alan に送信し、ESA によってこの不正な添付ファイルから Alan 
がどのように保護されるかを確認することによって、SafePrint 機能をテストできます。 

1. タスクバーにある PuTTY を起動し、[保存したセッション（Saved Sessions）] から [ESA1] を選択して、[開く（Open）] を
クリックします。 

2. 前述のログイン情報を使用してログインします。ログインしたら、tail mail_logs コマンドを入力して Enter を押します。こ
のコマンドをバックグラウンドで実行したまま、次の手順に進みます。 
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3. ワークステーションから Microsoft Outlook を起動し、Ben の受信トレイから、次のパラメータを使用して新しいメッセージ
を作成します。 

 
送信元： ben@dcloud-out.cisco.com 

宛先： alan@dcloud.cisco.com 

件名： Safe Print Test 

本文： Safe Print Test 

添付ファイル： Test.docx：デスクトップ上の dCloud Files > SafePrint サブフォルダに保存 

 

 
 

4. 電子メールを送信します。[フォルダを送受信（Send/Receive Folder）] をクリックするか、F9 キーを押して、同期プロセス
を手動で実行します。 

 
5. ESA1 の CLI に戻り、基盤となるメール処理が実行されていることを確認します。ESA1 が「TestDoc.docm」というファイ

ルを検出し、SafePrint での出力が正常に完了しました。 
 

 
 

mailto:ben@dcloud-out.cisco.com
mailto:alan@dcloud.cisco.com
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6. キーボードの Ctrl キーを押した状態で C キーを押して、tail mail_logs オペレーションを停止させます。 
 

7. Outlook クライアントで Alan の受信トレイに戻り、電子メールがダウンロードされていることを確認します。
TestDoc.docm ファイルがサニタイズされた safe_print_TestDoc.pdf に変換されていることがわかります。 

 

 
 

8. safe_print_TestDoc.pdf ファイルをダブルクリックします。ダイアログボックスで [開く（Open）] をクリックします。 
 

9. SafePrint ドキュメント用に作成したカバーページが表示されます。 
 

 
 

10. PDF ファイルを下にスクロールします。ファイルの中身と、Safe Print のグローバル設定で設定した SafePrint という
ウォーターマークテキストが表示されます。 
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11. ESA の GUI に戻り、[モニタリング（Monitor）] > [Safe Print] に移動して、レポートの内容を確認します。 
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タスク：ESA1 の隔離ゾーンからの元のドキュメントの解放 
 

Alan がサニタイズされた PDF 版を確認した結果、正当かつクリーンなドキュメントであることが確認されたため、元のドキュ
メントを解放するよう ESA 管理者に要求しているとします。 

1. ESA1 で [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）] に移動します。 

 
2. [ポリシー（Policy）] 行のメッセージの値をクリックすると、隔離中のメッセージの一覧が表示されます。 

 

 
 

3. [件名（Subject）] ヘッダーを確認して、メッセージにチェックマークを付け、[解放（Release）] ボタンをクリックします。
メッセージが表示されたら [確認（Confirm）] をクリックしてアクションを承認します。 

 

 
 
4. Outlook クライアントに戻り、メールボックスを強制的に同期すると、Alan の受信トレイに元のドキュメントが添付ファイ

ルとして表示されます。 
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シナリオ 17：次世代型セキュリティ管理アプライアンス（NG SMA） 

ユースケース 
 

過去数ヵ月にわたり、AQF 社は、プライベート クラウド データセンターとパブリック クラウド データセンターの両方で物理、
クラウド、および仮想の電子メールと Web セキュリティサービスを使用して、サービスの可用性を向上させ、ビジネス機能を強
化しています。ただし、このすべてを可能にする導入モデルの多様性にはマイナス面もあります。その 1 つはセキュリティの問
題で、さまざまな環境下にあるセキュリティサービスすべてを、できる限り効率的かつ費用対効果に優れた方法で管理するため
にはどうしたらよいかということです。 

Cisco SMA を使用することで、電子メールセキュリティ管理者は、電子メール セキュリティ アプライアンス全体にわたって更
新と設定を一元的に管理できます。これには、メッセージの処理に関する報告と追跡、隔離された電子メールの単一リポジトリ
への統合、許容可能な使用ポリシーの組織全体での一貫した実施などが含まれますが、他にもさまざまな機能があります。SMA 
は、セキュリティ管理アクティビティの合理化とポイントソリューションの排除に役立ちます。これにより、膨大な時間が節約
されるだけでなく、セキュリティ管理作業が大幅に削減されます。セキュリティ管理作業の削減はワークフローを改善する上で
常に主要な要因となります。これにより、グローバル情報セキュリティ（GIS）チームは、企業のコンテンツセキュリティ全体
を直接的および間接的に強化するインフラストラクチャの他の側面に注力できるようになります。 

 
目的 

 
シスコの次世代型セキュリティ管理アプライアンス（NG SMA）は、パブリック、プライベート、ハイブリッドの電子メール
（および Web）ソリューションの導入を管理するための包括的なソリューションとなります。NG SMA はクラウド E メールセ
キュリティとハイブリッド環境を利用しているお客様の要件に対応するものです。また、単一の管理パネルを使用したマルチテ
ナントポータルでは、レポート作成やメッセージトラッキングのほか、スパム、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔
離などの機能を利用できます。このシナリオでは、セキュリティ管理アプライアンス（SMA）の新しい Web ユーザインター
フェイスを使用して、レポート作成、トラッキング、および隔離が一元化されたサービスを使用する手順について説明します。 

 
手順 

タスク：レポート作成、トラッキング、および隔離が一元化された機能のための ESA の設定 
 

このタスクでは、Web ユーザインターフェイスを使用し、各管理対象 ESA で、一元化された電子メールのレポート作成、ト
ラッキング、および隔離を有効にします。 

 

1. ワークステーションで Google Chrome を起動します。ESA のブックマークをクリックします。ユーザ名に admin、パスフ
レーズに C1sco12345 を使用してログインします。 

2. [セキュリティサービス（Security Services）] > [レポート作成（Reporting）] に移動します。 

3. [設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。 

4. [一元化されたレポート作成（Centralized Reporting）] オプションを選択します。 
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5. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

 

6. [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）] に移動します。 

7. [設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。 

8. [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）] が選択されていることを確認します。 

9. [一元化されたトラッキング（Centralized Tracking）] オプションを選択します。 

10. [拒否された接続に関する情報を保存する（Save information for rejected connections）] を選択します（オプション）。 

11. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

 
 

12. [セキュリティサービス（Security Services）] > [一元化されたサービス（Centralized Services）] > [スパムの隔離（Spam 
Quarantine）] を選択します。 

 
13. [設定（Configure）] をクリックします。 

 

 

14. [スパムの外部隔離を有効にする（Enable External Spam Quarantine）] を選択します。 

15. SMA の名前（sma1.dcloud.cisco.com）と IP アドレス（198.18.133.150）を入力します。 

16. ポート番号はデフォルト値（6025）のままにします。 

17. [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 End User Safelist/Blocklist Feature）] にチェックを
入れます。 
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18. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

 
 

19. [モニタ（Monitor）] > [スパムの隔離（Spam Quarantine）]（メニューリストの最後）を選択します。 
 

20. [スパムの隔離（Spam Quarantine）] をクリックします。 
 

 
 
21. [スパムの隔離を有効にする（Enable Spam Quarantine）] のチェックを外します。 

 
22. [送信（Submit）] をクリックします。 

 

 
 

23. [続行（Continue）] をクリックして、ローカルでのスパムの隔離を無効化することを確定します。 
 

 
 

24. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

 
≈ 

≈ 
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タスク：SMA における ESA の管理対象アプライアンスへの追加 
 

このタスクでは、管理対象の ESA を SMA に追加します。SMA では、リモートの ESA を比較し、モニタリングサービスを
チェックして、すべてが正しく設定され、互換性があることを確認します。 

1. Google Chrome を起動します。SMA1 のブックマークをクリックし、ユーザ名に admin、パスフレーズに C1sco12345 を
使用してログインします。 

 
2. [管理アプライアンス（Management Appliance）] > [一元化されたサービス（Centralized Services）] > [セキュリティアプラ

イアンス（Security Appliances）] を選択します。 
 

 
 

3. [電子メールアプライアンスの追加…（Add Email Appliance …）] をクリックします。 
 

 
 

4. [アプライアンス名（Appliance Name）] テキストフィールドにアプライアンス名（esa.dcloud.cisco.com）、[IPアドレス
（IP Address）] テキストフィールドに IP アドレス（198.18.133.146）を入力します。 

 

 
 

5. すべてのサービスが事前選択されていることを確認します。 
 

6. [接続の確立（Establish Connection）] をクリックします。 
 

 
 

7. 管理対象の ESA の管理者アカウントとして、ユーザ名に admin、パスワードに C1sco12345 と入力します。 
 

8. [接続の確立（Establish Connection）] をクリックします。 
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9. [成功（Success）] メッセージがページの表の上に表示されるまで待機します。 
 

 
 

10. [テスト接続（Test Connection）] をクリックします。 
 

 
 

11. テスト結果を読み、エラーが検出されていないことを確認します。 
 

 
 

12. [送信（Submit）] をクリックし、ESA をリストに追加します。完了までに 1 ～ 2 分程度かかります。 
 

 
 

13. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の
確定（Commit Changes）] をクリックします。 

 

 
 

 

 
≈ 

注：ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク（PVO）隔離サービスを除き、他のすべてのサービスは警告ステータスなって
いても構いません。これは想定される動作です。次のタスクで警告の問題を解決します。 
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タスク：ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク（PVO）隔離の移行の設定 
 

このタスクでは、すべての PVO 隔離対象メッセージを ESA から SMA 隔離スペースに移行します。 
 

1. SMA1 の Web インターフェイス（https://sma1.dcloud.cisco.com）を開いたまま、[管理アプライアンス（Management 
Appliance）] > [一元化されたサービス（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。 

2. [移行ウィザードの起動（Launch Migration Wizard）] をクリックします。 
 

 
 

3. 移行方法（[自動（Automatic）]）を選択して、隔離をデフォルトの設定で構成します。 
 

 
 

4. [次へ（Next）] ボタンを数回クリックします。 
 

5. [送信（Submit）] をクリックして、移行設定を構成します。 
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6. 1 ～ 2 分後に、[成功：設定が保存されました（Success – Settings have been saved）] というメッセージが画面に表示され
ます。 

 

 
 

7. 終わったら変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定
（Commit Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：ESA における一元化されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク（PVO）隔離サービスの有効化 
 

このタスクでは、ESA で PVO 隔離サービスをアクティブ化します。 
 

1. Chrome ブラウザで、ESA1 のブックマークをクリックして、ESA Web インターフェイス（https://esa1.dcloud.cisco.com）
にアクセスします。 

 

2. 必要に応じて、管理者のユーザ名（admin）とパスフレーズ（C1sco12345）を入力します。 
 

3. [セキュリティサービス（Security 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。 

 
4. [有効化…（Enable …）] をクリックします。 

 

 
 

5. IP アドレスの選択内容（[管理（management）]）とポート番号（7025）はデフォルト値のままにします。 
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6. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

 
 

7. [成功（Success）] というメッセージが再度表示されます。 
 

 
 

8. 変更内容を確定します。右上隅の黄色いボックスをクリックします。任意でコメントを入力し、再度 [変更の確定（Commit 
Changes）] をクリックします。 

 
 

タスク：ESA1 へのランダムメッセージの生成 
 

ESA と SMA の間ですべてのサービスを問題なく接続したら、ESA1 にメッセージを生成し、SMA の一元化された管理ポータル
でそれらのメッセージ条件が表示されていることを確認します。 

1. ワークステーションのデスクトップに移動し、dCloud Files というフォルダを見つけて開き、NGSMA というサブフォルダ
を開きます。 
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2. Blastmail.bat をダブルクリックし、メッセージが表示されたら [実行（Run）] ボタンを押して承認します。 
 

 
 

 
 

 
 

タスク：一元化された隔離サービスの使用 
 

NG SMA は、スパムおよびその他の隔離済みメッセージに対する管理制御の操作を向上させることと、エンドユーザのセーフリ
ストおよびブロックリストのデータを 1 ヵ所で管理するためのより高度なオプションを提供することに重点を置いています。 

1. ワークステーションから Google Chrome に移動して、SMA1 というブックマークをクリックします。 
 

2. 上部のバナーをクリックして、SMA1 の次世代型ユーザインターフェイスにアクセスします。 
 

 
 

3. 必要に応じ、同じ管理者のログイン情報（ユーザ名：admin、パスフレーズ：C1sco12345）を使用して、SMA の新しいコ
ンソールに再度ログインします。 

 
4. 一元化されたトラッキング サービスは、[隔離（Quarantine）] タブにあります。 

 

 
 

5. 左側のパネルで、[スパムの隔離（Spam Quarantine）] > [検索（Search）] をクリックします。 
 

 
 

注：メッセージ インジェクションの発効後、SMA の一元化されたレポートページでレポートデータの生成が完了するまでに 5 分
程度かかります。 
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6. [メッセージの受信日（Message Received）] は [今日（Today）] のままにします。 
 

7. [検索（Search）] をクリックします。 
 

 
 

8. 表示されるメッセージに、スパムの隔離のメッセージが示されます。 
 

9. 1 つまたは複数のメッセージを選択し、[削除（Delete）] アイコン（メッセージを削除する）または [解放（Release）] アイ
コン（メッセージを解放する）をクリックします。 

 

 
 

10. 青色の件名をクリックすると、特定のメッセージに関する詳細情報が表示されます。 
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11. 左側のパネルで、[スパムの隔離（Spam Quarantine）] > [セーフリスト（Safelist）] をクリックします。 
 

 
 

12. [+] アイコンをクリックして、新しいセーフリストエントリを作成し、電子メールアドレス（alan@dcloud.cisco.com）を入
力します。また、複数のドメインと電子メールアドレスを、カンマで区切って入力します（john@dcloud-out.cisco.com, 
jen@[198.18.133.147]）。 

13. チェックアイコンをクリックして、エントリを保存します。 
 

 
 

14. 左側のパネルの [その他の隔離（Other Quarantine）] > [その他の隔離（Other Quarantine）] をクリックします。 
 

 
 

≈ 

mailto:(john@dcloud-out.cisco.com
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15. [表示（View）] タブを選択して、他の隔離スペースに保存されたメッセージをすべて表示します。関連する隔離の行で、表
の [メッセージ（Messages）] 列の青い番号をクリックします。 

 

 
 

16. [検索（Search）] タブを選択してメッセージを検索します。 
 

 
 

17. ページの一番下までスクロールし、[検索（Search）] をクリックします。 
 

18. 青色の [アウトブレイク（Outbreak）] 行をクリックします。 
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19. [ルールの概要（Rule Summary）] タブをクリックします。 
 

 
 

20. 1 つのアウトブレイクのルール ID をクリックして、同じルールによって隔離されたすべてのメッセージを表示します。 
 

 
 
 

タスク：一元化されたトラッキングサービスの使用 
 

NG SMA を使うと、管理者は、単一のプラットフォームで複数の ESA を通過するメッセージのステータスを簡単に見つけること
ができます。フローマップの導入により、管理者はメッセージに対して実行されたアクションをすばやく確認できます。この新
しいトラッキングサービスでは、メッセージの最終状態を示す視覚的なインジケータも提供されます。 

1. SMA1 の新しい UI（https://sma1.dcloud.cisco.com/ng-login）を開いたままにします。 
 

2. 一元化されたトラッキングサービスは、[トラッキング（Tracking）] タブにあります。 
 

 

https://sma1.dcloud.cisco.com/ng-login
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3. [メッセージ（Messages）] タブをクリックして、基本的な検索オプションを表示します。 
 

 
 

4. 検索アクションを実行して、トラッキング結果を表示します。[メッセージの受信日（Message Received）] で [今日
（Today）] を選択して、[検索（Search）] をクリックします。 

 

 
 

5. 各行が 1 つの電子メールメッセージに対応します。すべての検索結果で、新しいフィールド（送信者（Sender）、受信者
（Recipient）、件名（Subject）、送信者 IP（Sender IP）、SBRS スコア（SBRS Score）、送信者グループ（Sender 
Group）、およびポリシーの一致（Policy Match））が即座に表示されます。 

 
 

6. 電子メールの送信方向とメッセージの最終状態が、各検索結果の左上に表示されます。メッセージの最終状態は、ESA の各
アクティブエンジンによる判定がすべて出された後にトリガーされる最終的な判定です。 

 

 
 

7. メッセージの最終状態の前にある矢印（>）をクリックすると、メッセージが通過したさまざまなフィルタの判定が表示され
ます。 
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8. [詳細（More Details）] をクリックして、特定のメッセージに関する詳細情報を表示します。 
 

 
 

9. 左向き矢印をクリックして、検索結果に戻ります。 
 

 
 
 

タスク：一元化された電子メールセキュリティレポートの使用 
 

NG SMA は、より明瞭で使いやすいユーザインターフェイスにすることを目標にしています。管理者が従業員の電子メールトラ
フィックパターンと潜在的なセキュリティリスクをモニタリングできるように、単一または複数の ESA から集約された情報を提
供し続けます。 

1. SMA1 の次世代 GUI（https://sma1.dcloud.cisco.com/ng-login）を開いたままにします。 
 

2. [モニタリング（Monitoring）] タブに、一元化された電子メールセキュリティレポートが表示されます。 
 

3. [メールフロー概要（Mail Flow Summary）] ドロップダウンの矢印をクリックして、電子メールレポートを表示します。 
 

 
 

4. ESA ごとに [時間範囲（Time Range）] や [表示データ（View data）] を指定することで、レポートデータの表示をカスタマ
イズできます。 

 

https://sma1.dcloud.cisco.com/ng-login
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5. [メールフロー概要（Mail Flow Summary）] は、ESA からの電子メール メッセージ アクティビティの概要を示すランディ
ングページです。 

 

 
 

6. このページには、受信メッセージと送信メッセージの両方について、脅威検出とコンテンツアクティビティのグラフとサマ
リー表が表示されます。 

 
7. [受信（Incoming）] タブまたは [送信（Outgoing）] タブをクリックして、検出されたアクティビティを異なるメールフロー

方向から表示します。 
 

 
 

8. 各サマリー表で利用可能なカウンタをクリックし、さまざまなフィルタに固有のデータをそれぞれフィルタリングして、ト
レンドグラフ上に表示します。 

 

 
 

≈ 
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9. 各点にカーソルを合わせると、特定の日付にトリガーされた特定のイベントによって検出されたメッセージの数が表示され
ます。 

 

 
 

10. いずれかのレポートページを選択します（[メールフロー概要（Mail Flow Summary）] > [URLフィルタリング（URL 
Filtering）]）。 

 

 
 

11. ほとんどのレポートページでは、グラフィックビュー、表形式ビュー、または複合ビューのいずれかを選択できます。ハイ
ライトされたアイコンのいずれかをクリックして、レポートデータの表示を変更します。 

 

 
 

 
≈ 
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12. レポートページの表の青色の番号をクリックすると、メッセージまたはトランザクションの詳細が表示されます。ただし、
すべての表にこれらのリンクがあるわけではありません。 

 

 
 

13. 一部のレポートページでは、表に表示する列をカスタマイズできます。[メールフロー概要（Mail Flow Summary）] > [メー
ルフローの詳細（Mail Flow Details）] をクリックして、この新しい機能を使ってみてください。 

 

 
 

14. このレポートページの下部までスクロールします。強調表示されたアイコンをクリックします。 
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15. ボックスに表形式で表示された列をいくつか選択して、[閉じる（Close）] をクリックします。 
 

 
 

16. 右上隅で [エクスポート（Export）] アイコンをクリックし、レポートページをカンマ区切り形式（CSV）ファイルにエクス
ポートします。 

 

 
 

17. 新しい選択的エクスポート機能では、1 つまたは複数のレポートタイプをコンピュータのローカルディスクにエクスポート
できます。[ダウンロード（Download）] をクリックして、レポートデータをエクスポートします。 
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タスク：レポートとアーカイブのスケジュール設定 
 

以下の指示に従い、SMA 次世代 UI を使用して電子メールレポートのスケジュール設定を追加します。 
 

1. [モニタリング（Monitoring）] ページで、ブラウザの左側の青いパネルを展開して、[スケジュール設定とアーカイブ
（Schedule & Archive）] をクリックします。 

 

 
 

2. ブラウザの右側にある [+] アイコンをクリックし、新しいレポートをスケジュール設定します。 
 

 
 

3. レポートのスケジュールを次のように設定します。 
 

タイプ： [AMPレピュテーション（AMP Reputation）] 

タイトル： Top 20 Monthly AMP Reputation Report 

時間範囲： [先月（Previous calendar month）] 

フォーマット： PDF 

電子メールアプライアンス： [すべての電子メールアプライアンス（All Email Appliances）] 

含める行の数： [上位20行（Top 20）] 

送信オプション： [アーカイブして受信者に電子メールを送信（Archive and Email to Recipients）] 

電子メール ID： alan@dcloud.cisco.com 

スケジューリング： [毎月（その月の1日）（Monthly (on first day of month)）] 

その他： デフォルト 

 

mailto:alan@dcloud.cisco.com
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4. [送信（Submit）] をクリックします。 
 

5. 新しいレポートが正常にスケジュール設定されたことを知らせる緑色の通知ボックスが表示されます。 
 

 
 

6. 次世代 SMA ユーザインターフェイスでは、変更の確定は必要ありません。 
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タスク：レポートページの作成 
 

アプライアンスの新しい Web インターフェイスで既存のすべての電子メールセキュリティレポートからチャートと表を構成する
ことにより、カスタムのレポートページを作成できます。 

1. （上部メニューバーの）[モニタリング（Monitoring）] ページに移動します。 
 

2. [メールフロー概要（Mail Flow Summary）] ページで、[時間範囲（Time Range）] を [年（Year）] に変更します。 
 

 
 

3. 最初の 2 つのレポート（メッセージ数と脅威メッセージ）を選択して、レポートモジュールの上部のスターをクリックしま
す。星マークはクリックすると青色に変わります。 

 

 
 

4. マイレポートにレポートモジュールが追加されたことを知らせる緑色の通知ボックスが表示されます。 
 

 
 

5. [メールフロー概要（Mail Flow Summary）] > [マイレポート（My Reports）] に移動します。 
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6. 選択したモジュールをこのレポートページで利用できます。 
 

7. [マイレポート（My Reports）] ページからレポートモジュールを削除するには、そのモジュールの右上隅にあるスターを再
度クリックします。 

 
 

 
 
 
 
 
 

注：以下のモジュールは利用できず、マイレポートに追加できません。 

[システムステータス（System Status）] ページ 

[データ可用性のレポート（Reporting Data Availability）] ページ 

[メッセージトラッキングデータの可用性（Message Tracking Data Availability）] ページ 

[送信者プロファイルの詳細レポート（Sender profile detail report）] ページ 
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