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Symantec Messaging Gateway 10.7.4 について
Copyright 2020 Broadcom. All rights reserved.

ドキュメントの発行日: 2020 年 12 月 12 日

Symantec Messaging Gateway SMG 10.7.4 は、旧バージョンの SMG の更新です。 特に記載がない限り SMG 10.6.x と
10.7.x のすべての機能は維持されています。

メモ: SMG 10.7.4 への更新は、SMG 10.6.6 以降で行う必要があります。

SMG 10.7.4 の新機能
このリリース (10.7.4) では、ポリシー共有がサポートされました。 管理者は、中央コントロールセンターを使用してグ
ローバルポリシーを作成、編集、削除し、これらの変更されたポリシーを、クラスタ内の中央コントロールセンターに
リンクしているすべてのリモートコントロールセンターに公開できます。 現時点では、ポリシー共有はコンテンツフィ
ルタでのみサポートされています。 コンテンツフィルタポリシーで使用できる 6 つのリソースカテゴリのうち、レコー
ドを除くすべてのリソースは、ポリシー共有機能をサポートするように更新されています。

重要: ネットワーク間で共有ポリシー機能を有効にするには、ポート 41616 でトラフィックを許可していることを確認し
てください。

VMWare 6.0 は EOL 状態なので、本リリースの Symantec Messaging Gateway では、そのプラットフォームのサポー
トを終了しています。 VMWare 6.0 上の既存のインストールは 10.7.4 にアップグレードできますが、新しい VM は 6.7
の環境で作成して実行する必要があります。 詳細については、次の記事を参照してください: https://kb.vmware.com/s/
article/66977。 ESX 6.0 を使用しているお客様は、現在 SHA1 は安全でないとみなされているため、OVA を変換するか
ISO インストールを行う必要があることに注意してください。

このリリースには、以下の変更も含まれています。

• MAL にいくつかの項目が追加され、SMTP トランザクションのタイミングおよび TLS 暗号に関する詳細情報がカス
タマーに提供されるようになりました。

• 暗号化添付ファイルを検出および処理する機能が向上しました。
• 処理段階でのメッセージ処理の保護が強化されました。
• コンテンツフィルタポリシーのオプション［クリッカブル URL を修正する］は、メッセージの件名だけでなく、添
付メッセージと埋め込みメッセージにも影響を与えるようになりました。また、すでに修正されている URL の修正は
インテリジェントにスキップされます (引用された電子メールの前後にやりとりがある場合)。

• 個々のカスタマーは遠隔測定による情報収集をオプトアウトできなくなり、すべての SMG ユーザーが自動的に含ま
れるようになりました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください: https://knowledge.broadcom.com/external/article?
articleId=204204

• 潜在的なセキュリティ上の懸念に対処するため、サポートアカウントの tcpdump CLI コマンドへのアクセス権は削
除されました。

• SMG の新規インストール時のデフォルトの最小 TLS レベルが 1.0 から 1.2 に変更されました。
• メッセージ本文で ClickTime NOCLICK URL が確認されるようになりました。 それらの URL が存在する場合、SMG
は URL を修正せず、すべての URL が確認されるまでメッセージ内で次の URL を確認し続けます。 SMG は
NOCLICK 修飾子がない URL を修正します。
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マニュアル
次の Web サイトで英語版のマニュアルにアクセスできます。

https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4.html

このリリースノートの完成後に発見された問題については、次の Web サイトでチェックしてください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article/151063

コントロールセンターから「ソフトウェア更新の説明」にアクセスするには、［管理］ > ［ホスト］ > ［バージョ
ン］を選択します。 ［更新］タブで［説明の表示］をクリックしてください。

SMG に関するシマンテック社のサポートポリシーを表示するには、次のリンクを参照してください。

http://go.symantec.com/security_appliance_support

http://go.symantec.com/appliance_hw_support

翻訳されたマニュアルを参照するには、https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/
messaging-gateway/10-7-4.html に移動し、画面右上のドロップダウンリストから希望の言語を選択します。 SMG
10.7.4 では、フランス語、スペイン語、および日本語のバージョンのドキュメントと製品のユーザーインターフェース
のロケールをサポートしています。

サポートポリシー
シマンテック社は使用許諾されたソフトウェア最新版ビルドに対してのみ標準サポートを提供します。

SMG に関するシマンテック社のサポートポリシーを表示するには、次のリンクを参照してください。

http://go.symantec.com/security_appliance_support

http://go.symantec.com/appliance_hw_support

サポート対象のプラットフォーム
以下のプラットフォームで SMG 10.7.4 に更新できます。

• ハードウェア: すべてのサポート対象のハードウェアバージョン: 2010 年 3 月以降に購入した 8380-S450 と
8380、2010 年以降に購入した 8360、2015 年 5 月以降に購入した 8340。
SMG のハードウェアテストに関するサポートについては、次の URL にアクセスしてください。
http://www.symantec.com/docs/TECH123135

• VMWARE: VMware ESXi/vSphere 6.5/6.7
NOTE

VMWare 6.0 は EOL 状態なので、本リリースの Symantec Messaging Gateway では、そのプラットフォー
ムのサポートを終了しています。 VMWare 6.0 上の既存のインストールは 10.7.4 にアップグレードできま
すが、新しい VM は 6.7 の環境で作成して実行する必要があります。 詳細については、次の記事を参照して
ください: https://kb.vmware.com/s/article/66977。 ESX 6.0 を使用しているお客様は、現在 SHA1 は安全で
ないとみなされているため、OVA を変換するか ISO インストールを行う必要があることに注意してくださ
い。

VMware ESXi/vSphere 5.5 のサポートは、SMG 10.6.6 で終了しました。

サポート対象外のプラットフォーム
サポート対象外のプラットフォームは次のとおりです。
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• このマニュアルのサポート対象プラットフォームセクションに掲載されていないすべてのプラットフォーム
• ハードウェアプラットフォーム 8220、8240、8260、8320
• 2015 年 5 月以前に購入したハードウェアプラットフォーム 8340 (PowerEdge 860、R200、R210、210-11 xl バー
ジョン)

• 2010 年 3 月以前に購入したハードウェアプラットフォーム 8360 (PowerEdge 1950) と 8380 (PowerEdge 2950)

シマンテック社はハードウェアの保証期間が切れているアプライアンスモデルのソフトウェアリリースのテストを行いま
せん。

SMG のサポート対象外のハードウェアについて詳しくは、次の URL にアクセスしてください。

http://www.symantec.com/docs/TECH186269

お使いのハードウェアバージョンを特定するには、コマンドラインで次のように入力します。

show --info

サポート対象の Web ブラウザ
SMG コントロールセンターには、次のサポート対象 Web ブラウザでアクセスできます。

• Internet Explorer 11 以降
• Firefox 63 以降 Firefox バージョン 10.7.3 で導入されたスマートカード機能の使用を計画している場合は、PIV
をサポートするためにプラグインを入手してインストールする必要があることにご注意ください。 https://
piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/ を参照してください。

• Chrome 70 以降

バージョン 10.7.4 へのサポート対象の更新方法
以下のいずれかの方法で SMG 10.7.4 に更新できます。

• サポート対象のハードウェアまたは仮想環境内で、バージョン 10.6.6 以降からソフトウェアを更新
• サポート対象のハードウェアまたは仮想環境内で ISO から OS を復元
• OVA テンプレートによる VMware インストール
メモ: SMG 仮想マシンを VMware にロードする OVA テンプレートを使用できます。 このテンプレートは、デモ
またはテスト用に作成されています。 明示的に推奨されている場合にのみ、稼働中の環境でこのテンプレート
を配備に使用してください。 実稼働環境では、『Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 インストールガイド』
(https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4/Related-
Documents.html にあります) で説明されているベストプラクティスに従って仮想マシンを作成してください。その
後、ISO ファイルを使用して SMG をインストールします。

バージョン 10.7.4 へのサポート対象外の更新方法
SMG 10.6.6 より前のバージョンから 10.7.4 に更新することはできません。

仮想環境でのインストールに関する重要な情報
SMG 10.7.4 では 2 つの仮想環境、VMware と Microsoft Hyper-V がサポートされています。

VMware にインストールするには

 5

http://www.symantec.com/docs/TECH186269
https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/
https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/
https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4/Related-Documents.html
https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4/Related-Documents.html


 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 リリースノート

サポート対象の VMware プラットフォームにインストールする方法は 2 つあります。

ISO ファイル 事前設定済みの仮想コンピュータに ISO ファイルをロードできます。
ISO ファイルは、VMware ESXi/vSphere 6.5/6.7 で使用できます。*

OVA ファイル 仮想マシンの設定を含む OVA をロードすることもできます。
OVA は、VMware ESXi/vSphere 6.5/6.7 で使用できます。*

* VMWare 6.0 は EOL 状態なので、Symantec Messaging Gateway 10.7.4 では、そのプラットフォームのサポートを終
了しています。 VMWare 6.0 上の既存のインストールは 10.7.4 にアップグレードできますが、新しい VM は 6.7 の環境
で作成して実行する必要があります。

Hyper-V にインストールするには

サポート対象の Hyper-V プラットフォームにインストールする方法は次の 1 つです。

ISO ファイル 事前設定済みの仮想コンピュータに ISO ファイルをロードできます。
Windows Server 2012 と Hyper-V Server 2012、および Windows Server 2016 と Hyper-V Server 2016
では ISO ファイルを使用できます。

手順とシステム要件については、『Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 インストールガイド』 (https://
techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4/Related-
Documents.html にあります) を参照してください。

バージョン 10.7.4 に更新する前の重要な情報
このセクションでは、SMG をバージョン 10.7.4 に更新する前に確認する必要がある、移行に関する情報について説明し
ます。

SMG 10.7.4 への更新は、SMG 10.6.6 以降からのみ行うことができます。

すべての更新に関するベストプラクティスは、「すべての更新のベストプラクティス」に記載されています。

NOTE

ソフトウェアの更新処理には数時間かかる場合があります。 この処理中に、メールのスループットへの影響は
ありません。 ただし、検疫対象のメールは移行が完了するまで配信キューに残ります。

Table 1: すべての更新のベストプラクティス

項目 説明

バックアップを実行する。 ソフトウェアの更新を実行する前に、完全なシステムバックアップを作成し、コンピュータの外部
に保存することを推奨します。

更新処理が完了するまで再起動
しない。

ソフトウェアの更新の処理は、完了するまで数時間かかることがあります。 更新が完了すると、シ
ステムは自動的に再起動します。

Warning! 処理が完了する前に再起動した場合は、データが破損する可能性が高くなります。 デー
タの破損が起きた場合には、工場出荷時のイメージをアプライアンスに再インストールする必要が
あります。

ログメッセージを削除する。 サイトのポリシーで可能な場合は、更新前にスキャナと DDS のすべてのログメッセージを削除し
ます。
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項目 説明

更新の前にスキャナへのメール
フローを停止し、キューを消去
する。

スキャナの更新時間と複雑さを削減するには、スキャナへのメールフローを停止し、すべての
キューを空にしてください。 そして、更新を開始します。 この手順の目的は、更新を開始する前
に、キュー、特に配信キューに存在するメッセージを処理または配信することです。
着信メッセージを停止するには、［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］を選択し、スキャナを編集し
ます。 ［サービス］タブで［着信メッセージを受け入れない］をクリックし、［保存］をクリッ
クします。 システムの各スキャナに対してこの処理を個別に繰り返します。 キューからのメッ
セージの排出を許可します。 キューをチェックするには、［状態］ > ［SMTP］ > ［メッセージ
キュー］を選択します。 キューに残っているメッセージを消去します。

最初にコントロールセンターを
更新する。

更新は、コントロールセンターの更新、スキャナのキューの消去、スキャナの更新、という順序で
実行することを推奨します。
• 最初にスキャナを更新することを選択した場合は、コマンドラインインターフェースを使用し
てリモートスキャナを更新することを推奨します。

• コントロールセンターの更新後は、できるだけ早くスキャナを更新してください。 コントロー
ルセンターは、同じバージョンのソフトウェアを使用しているスキャナにのみ設定の変更を反
映できます。 24 時間以上、コントロールセンターとスキャナで異なるバージョンを実行するこ
とは推奨しません。

• コントロールセンターとスキャナが異なるバージョンを実行しているときの設定の変更はサ
ポートされません。

ソフトウェアの更新はピーク時
間を避けて実行する。

コントロールセンターアプライアンスとスキャナの更新は、ピーク時間を避けて行うように計画し
てください。 これにより、キューに蓄積されるメールの量が減ります。
コントロールセンターを更新した後、スキャナを更新する前にキューが消去されるのを数分間待機
します。 スキャナのソフトウェア更新には、コントロールセンターのソフトウェア更新ほど時間が
かかりません。
スキャナは、コントロールセンターの更新処理中に、コントロールセンターのメッセージを検疫で
きません。 メッセージはキューに蓄積される可能性があります。
スキャナを更新するときは、スキャナがオフラインになります。 更新処理中は、スキャナリソース
が使用できなくなります。

更新処理を開始する前に、/
パーティションの空き容量を確
認する。

更新を行う場合、インストール処理では、更新を開始する前に / パーティションの空き容量は事
前に確認されません。 空き容量が不足している場合、新しいリリースが完全にインストールされ
ずに、システムがサポート外の状態になることがあります。更新を開始する前に、少なくとも 500
MB の空き容量があることを確認してください。空き容量を確認するには、以下の CLI コマンドを
使用します。
monitor other_free (出力にラベルは付きません。この場合、500 MB は 500000 と表示され
ます)。
空き容量を増やすには、以下の CLI コマンドを使用します。
list --temp または list --top | grep -v data
次に、以下の CLI コマンドを使用します。
delete file <#####> を実行して、/tmp および /var/tmp 内の不要なファイルを削除し
ます。

10.7.4 のインストール後
アプライアンスが SMG バージョン 10.7.4 を実行していることを確認するには、コマンドラインにログインして、以下
のコマンドを入力します。 show --version

更新が完了したら、できるだけ早く LiveUpdate を実行してください。 新しいバージョンのウイルス定義が期限切れの可
能性があります。

10.7.4 で解決された問題
このセクションでは、SMG 10.7.4 で解決された問題について説明します。
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Table 2: SMG 10.7.4 で解決された問題

問題 説明とナレッジベースの記事のリンク (該当する場合)

十分に長い期間における <レポートの名前> の［電子
メールメッセージ］-［メッセージの合計サイズ］の値
が、実際の合計サイズに関係なく常に 2,147,483,647
となっていました。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254211

MTA で、特定の着信メッセージが「421 4.4.2
service timed out」エラーの原因になっていまし
た。

このエラーは、メッセージの長さや形式などのかなり特殊な依存関係によっ
てまれに発生します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=174484

SMIME で暗号化された電子メールが「暗号化」として
検出された場合に、「PGP 暗号化」として TruTyped
になっていませんでした。

この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254214

非 ASCII ファイル名が正しく表されていない場合があ
りました。

検出したファイル名を正しく表すことができない場合、SMG は 16 進数形
式のファイル名に置き換えます。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254215

複数の「@」記号が含まれる LiveUpdate Administrator
パスワードを設定すると、LiveUpdate が失敗していま
した。

この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256831

SMG のユーザーは、ローカル LiveUpdate 管理サー
バーの FTP アドレスを指定することができ、これが原
因で LiveUpdate が失敗していました。

SMG のユーザーは、その目的のために FTP アドレスを指定することができ
なくなりました。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204568

特定のケースで BMServer がハングし、すべてのス
キャナでメールの処理が停止します。

SMG が数か月間実行されていた場合に、エラー状態になってメールの処理
が停止し、再起動が必要になることがありました。
この問題は解決されました。

SMG の OVF パッケージは VM のインストールに使用
できなくなりました。

SMG には、VM のインストール用に OVF ではなく OVA パッケージが付属
するようになりました。詳しくは、https://kb.vmware.com/s/article/2151537
を参照してください。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204203

license-control を使用して初めてシステムを
登録すると、エラーが発生して登録に失敗していまし
た。

CLI コマンド license-control を使用して、インターネットに接続し
ていないアプライアンスを登録しようとすると、「Bad IP Address (不正な
IP アドレス)」のエラーが発生していました。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204569

PDF 添付ファイルを含むインバウンドメッセージに
よって解除がトリガされた場合に、その添付ファイル
が winmail.dat として識別され、MTA がシグナル
6 でクラッシュすることがありました。

この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204570

ユーザーは、ネットワークにアクセスできない場
合、CLI コマンド localinstall を使用して 10.7.0
から 10.7.3 までの任意のバージョンからアップグレー
ドできませんでした。

10.7.4 以降で localinstall を使用する場合、この問題は解決されてい
ます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204587
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問題 説明とナレッジベースの記事のリンク (該当する場合)

SMG の以前のバージョンでは、SPF 関連の MTA ク
ラッシュが発生し、プログラムがシグナル 11、セグメ
ンテーション違反で終了することがありました。

SPF レコードが自己参照されていた場合、SPF の検証中に MTA がクラッ
シュすることがありました。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204595

LiveUpdate で HTTPS を使用するオプションがありま
せん。

以前は、LiveUpdate で HTTPS を使用するための簡単な方法はありません
でした。 このバージョンの SMG には、HTTPS を使用するオプションが追
加されています。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204596

MTA が smtp_parse_capabilities で、シグナル 11 で繰
り返しクラッシュします。

MTA 応答の RFC 標準に準拠していない MTA に配信しようとすると MTA が
クラッシュすることがありました。 この問題は解決されました。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204597

パスワードで保護された PDF ファイルが、暗号化添付
ファイルとして処理されていました。

暗号化ファイルとして検出されたすべてのファイルは、暗号化 zip ファイル
としてレポートされていました。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204598

コンテンツフィルタポリシーで使用される正規表現に
関連しているように見える、断続的な BMServer のク
ラッシュが発生していました。

この問題は解決されました。

繰り返しエラーを引き起こしたメッセージが、インバ
ウンドまたはアウトバンドのメッセージキューでス
タックし、タイムアウトするまで再処理されていまし
た。

メッセージの修正中に回復不能なエラーが発生した場合、そのメッセージ
は、インバウンドキューに残って継続的に再処理されるのではなく、Bad
Messages キューにルーティングされるようになりました。
この問題は解決されました。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=163604

10.7.4 の既知の問題
このセクションでは、SMG 10.7.4 の既知の問題について説明します。

Table 3: SMG 10.7.4 の既知の問題

問題 説明

分散セットアップでは、最初にスキャナのみ (リモート
スキャナ) をアップグレードすると、SMG 10.7.1 以前
のバージョンからソフトウェアの更新を行った後に、
エージェントがリモートスキャナ上に表示されませ
ん。

コントロールセンターは、リモートスキャナと通信できなくなります。 最
初にコントロールセンターを更新してください。
軽減策:
コントロールセンターを更新すると、エラーが解決されます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH208718

バージョン 10.7.3 以降、コンテンツフィルタポリシー
のアクション「すべての添付ファイルを削除する」で
は、すべての添付ファイルは削除されません。

添付ファイルが電子メールメッセージ、テキストファイル、または HTML
ファイルの場合、削除されないことがあります。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=189268
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問題 説明

(ポリシー共有) グローバル情報インシデントと検疫イ
ンシデントが、［管理者の編集］の下に表示されませ
ん。

管理者がグローバルフォルダと検疫インシデントフォルダを正常に作成して
も、これらのフォルダはインシデント管理の［フォルダの概要］見出しの下
に表示されません。 これらのメッセージを表示するには、管理者は、情報
インシデントと検疫インシデントのデフォルトインシデントフォルダに移
動する必要があります。 この問題は、中央およびリモートの両方のコント
ロールセンターで発生します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204557

ポリシー名に「--」が含まれる場合、レポートを PDF
に変換できません。

レポートに「--」を含むポリシー名が表示されている場合、PDF を作成しよ
うとすると失敗し、エラーが報告されます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=189998

コントロールセンターのシャットダウン中
に、catalina.out ログに以下のメッセージが表示され
ることがあります。
SEVERE: The web application [/brightmail]

 appears to have started a thread

 named [ActiveMQ InactivityMonitor

 WriteCheckTimer] but has failed to stop

 it. This is very likely to create a memory

 leak.

このエラーは無視しても問題はありません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204558

メッセージの解除時にスキャンエラーが生成され、そ
のメッセージがインバウンドキューでスタックしま
す。

軽減策:
RTF 電子メールメッセージ内に解除対象ドキュメントが見つかった場
合、SMG がそのドキュメントの解除に失敗する可能性があります。 この場
合、フォールバック注釈がメッセージに追加されます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=201439

中央またはリモートのコントロールセンターを設定す
ると、［ログイン］ページが表示される必要がありま
す。

中央またはリモートのコントロールセンターでポリシー共有を有効にする
と、ブラウザエラーが表示されて［ログイン］ページが表示されないことが
あります。
軽減策:
コントロールセンターサービスの再起動が完了するまで待ち、表示を更新し
ます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204559

バックアップは、異なるタイプ (中央とリモート) のコ
ントロールセンターで復元しないでください。

ポリシー共有を設定したら、中央コントロールセンターから別の中央コント
ロールセンターへのバックアップ、またはリモートコントロールセンターか
ら別のリモートコントロールセンターへのバックアップのみを実行できま
す。
軽減策:
システムを再インストールして再設定します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204560

リモート BCC の［コントロールセンター］に、新しく
追加されたリモート BCC に関する正しい情報が表示さ
れません。

ポリシー共有が設定されており、新しいリモートコントロールセンターが追
加された場合、このリモートコントロールセンターに正しい情報が表示され
ません。 中央コントロールセンターには常に正しい情報が表示されます。
この問題は、正しく表示されていないポリシーが中央コントロールセンター
から変更されるか再適用されると解決します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204329
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問題 説明

メッセージ監査ログのカスタム時間範囲フィールドが
Chrome で正しい位置に表示されません。

Chrome の一部のバージョンでは、メッセージ監査ログの時間範囲フィール
ドの入力フォームが正しく表示されません。 これらのフィールドは正しい
位置に表示されていませんが、正常に機能します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204565

CLI コマンド tcpdump の MAN ページが正しくあり
ません。 現在のシステムのデフォルトページが表示さ
れますが、SMG 固有の情報は含まれていません。

CLI コマンド help tcpdump および tcpdump –help の両方に誤った
情報が表示されます。 適切な SMG 関連のコンテンツは表示されず、システ
ムのデフォルトページが表示されます。
軽減策: オンライン Web ヘルプまたはコマンドリファレンスで tcpdump
のページを参照します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204566

コンテンツフィルタのポリシーが RTF の添付ファイル
内のイメージを検出しません。

添付されている RTF ファイル内に埋め込まれた画像は正しく抽出されませ
ん。 結果として、イメージを検出するためのコンテンツフィルタポリシー
がトリガされません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH208718

メッセージ監査ログは、IP 関連の判定で違反した IP を
ログに記録しません。

SMG は接続する IP アドレスと論理 IP アドレスを報告します。 ［ローカ
ルの悪い送信者］設定により、SMG がメッセージヘッダーで検出した他の
IP アドレスに基づいてメッセージが拒否されることがあります。 拒否する
と、その IP アドレスは報告されません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH232769

コントロールセンターで、アカウントを削除した管理
者のアクティブなセッションが許可されます。

管理者がログインすると、権限がキャッシュされます。 管理者はログアウ
トするまで同じ権限で続行します。 コントロールセンターの全権がある管
理者は、警告されずに自身のアカウントを削除することもできます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH208723

［管理］ > ［ホストのバージョン］ > ［更新］ページ
に、特定のホストと更新処理の不正確な状態が表示さ
れることがあります。

いくつかの更新の問題には、更新の実際の状態とコントロールセンターに表
示される状態の違いも含まれています。
コマンドラインで update.log を表示すると、常に正確な情報が表示されま
す。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH210607

監査ログポリシー名がポリシー処理と一致しません。 詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH232772

更新中、catalina.out ログファイルに、エラー
「server refused the connection (サーバーが接続を拒
否しました)」が記録されます。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH232860

ポリシーのみのバックアップを復元すると、管理者ポ
リシーグループのメンバー数が不正確になることがあ
ります。

ポリシーのバックアップと復元の機能でのみ、メンバー数が不正確になりま
す。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH232870

［繁体字中国語 (Big 5) で報告］が選択されている場合
でも、定時レポートは英語で表示されます。

定時レポートの使用言語や文字セットを選択する方法はありません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH232877

「すべての添付ファイルを削除する」処理を指定して
も、添付の電子メールメッセージが削除されません。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH232882
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問題 説明

CSV 形式でエクスポートされたスキャン不能 - 概略の
レポートに［1 時間ごとのグループ］のデータがあり
ません。

回避策: HTML 形式を使用して Excel で開き、テーブルを使用します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH234539

コントロールセンターから
DKIM、DMARC、SPF、SenderID の結果のメッセージ
監査ログを検索できません。

回避策: メッセージ監査ログは、コマンドラインまたはコンテンツフィルタ
判定によって検索できます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=171252

メッセージヘッダーや DMARC DNS レコードを正しく
解析できなかった場合、メッセージの DMARC 検証状
態がエラーではなく「なし」になります。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=172109

解除をバイパスする判定が、ログでは「bypasspmc」
と表示されます。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH250997

Hyper-V のインストール中に、「mounting /sys
filesystem」というエラーが表示されます。

Hyper-V のインストール中の「mounting /sys filesystem」というエ
ラーは無視してください。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=172113

リモートスキャナが接続されていないとき、DMARC
設定に対する構成変更を他のスキャナに保存できませ
ん。 この問題は、コントロールセンターのコンピュー
タにスキャナが含まれている場合は、それが関係して
いる可能性があります。

回避策: 構成を変更する前に、リモートスキャナがアクティブであることを
確認します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=203887

コンテンツフィルタリングの条件で、ファイル名が左
角カッコで辞書のエントリと一致している場合、一致
が返されません。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=172158

［悪い送信者］リスト内でワイルドカードが付いたド
メインは、一致するドメインからのメールを遮断しま
せん。

［悪い送信者］リストのワイルドカードは、完全な電子メールアドレスでの
み機能します。
回避策: 問題のあるルールの先頭に、手動で「*@」を追加します。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254204

［電子メールスパムポリシーの編集］ページで、「バ
ウンス攻撃検証の失敗」のポリシーを割り当てたポリ
シーグループを編集できません。

回避策: ［管理］タブの［ポリシーグループの編集］ページでポリシーを割
り当てます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=204194

一部のスキャナにアクセスできない場合でも、ダッ
シュボードに「アクセス可能なすべてのスキャナ」と
表示されます。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254209

Word ドキュメントに埋め込まれている表計算ワーク
シートが表計算ワークシートドキュメントとして検出
されません。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254213

SMG 10.6.6 から 10.7.x への更新中、update.log に警
告とエラーが示されます。

update.log のほとんどの警告とエラーは無視できます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254217

システムの再起動中に、構成ファイルシステムのマウ
ント解除エラーが表示されます。

SMG システムの再起動中に表示される次の「FAILED」のメッセージは無視
して構いません:
• [FAILED] Failed unmounting Configuration File System.
• [FAILED] Failed unmounting /data.
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254244
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10.6.6 からのアップグレード中に次のエラーが表示さ
れることがあります。
[ERROR] mysqld: Table './brightmail/
xxxxxxxx' is marked as crashed and should
be repaired"

このエラーメッセージは無視して構いません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254245

［スキャン不能/形式不良な MIME］と［スキャン不
能/一致しないファイルタイプ］はサポート対象の判定
ではなくなりましたが、コントロールセンターのメッ
セージ監査ログには、［判定］のオプションのフィル
タ値として、引き続きそれらが表示されます。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256796

10.6.6 から 10.7 への更新中、［ソフトウェア更新の状
態］ページにいくつかの処理が 2 回表示されます。

SMG 10.7 には完全なオペレーティングシステムの更新が含まれているた
め、いくつかの更新処理が 2 回行われます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH254246

ユーザーが証明書をインポートせずに証明書要求を
使って TLS を有効にした場合、MTA は開始されませ
ん。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256797

10.6.6 からのソフトウェア更新中に、update.log に新
しい「FATAL」ログイベントが示され、メッセージに
警告が表示されます。

これらのメッセージは無視しても問題はありません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=203871

LiveUpdate サーバーのユーザー名やパスワード、
あるいはプロキシに「/」の文字が含まれている
と、LiveUpdate が動作しません。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256799

SMG 10.7 は、マイクロソフト社の文書ファイルの内
部を様々な True Type 実行可能ファイルとして検出す
るため、デフォルトの 10.6 と以前のリリースとは動作
が異なります。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256800

8380-S450 以外のすべてのハードウェアプラット
フォームにおいて、「SNMPV3 のみ + MD5」が設定さ
れている場合に、RAID コントローラで実際には問題が
発生していなくても、コントロールセンターに RAID
エラーが表示されます。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=175448

S450 ハードウェアに 10.7.2 をインストール中、デー
タ/ログ/メッセージにエラーが表示されます。

表示されるエラー:
2019 Jul 10 15:53:14 (err) systemd-udevd: [-]could not
find module by name='ipmi_si'
2019 Jul 10 15:53:14 (err) systemd-udevd: [-]could not
find module by name='ipmi_devintf'
2019 Jul 10 15:53:14 (err) systemd-udevd: [-]could not
find module by name='ipmi_msghandler'
2019 Jul 10 15:53:56 (err) systemd: [-]Failed to start
SYSV: Symantec Messaging Gateway Control Center.
2019 Jul 10 15:53:21 (err) kernel: [-]megaraid_sas
0000:5e:00.0: Init cmd return status SUCCESS for SCSI
host 0
これらのメッセージは無視しても問題はありません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=176327

パスワードで保護された PDF ファイルは、暗号化され
た添付ファイルとして処理されるようになりました。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256802
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定時レポートが、［お気に入り］レポートで指定した
言語ではなく、英語で生成され、配信されます。

部分的な回避策: 電子メールアドレスに転送されるアドホックレポートは、
指定した言語で生成されます。 アドホックレポートで［お気に入り］を実
行して転送すると、指定した言語でレポートを生成できます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256803

10.7.3 を新規にインストールした後、ダッシュボード
に「ライセンスなし」と示されるが、これは正しくあ
りません。 約 5 分が経過すると、［ライセンス］ペー
ジに有効なライセンスが表示されます。

回避策: インストールの完了後、ログインを試みる前に、約 5 分間待ってく
ださい。 この時間が経過すると、［ライセンス］ページに正しく表示され
ます。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256804

診断のダウンロードが 2 GB を超えている場合、デス
クトップへの診断のダウンロードはエラーなしで失敗
します。

詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH256805

仮想 IP アドレスを追加した後、データ/ログ/メッセー
ジに次のエラーが表示されます:
2019 Sep 30 11:42:41 (err) snmpd: [15623]

 Duplicate IPv4 address detected, some

 interfaces may not be visible in IP-MIB"

 if a second ip is added either virtual or

 eth1.

この問題は、SMG 10.7 で導入されたバージョンの snmpd で最初に発生し
ました。 実際にはシステムに重複した IP アドレスがない場合は、このメッ
セージを無視しても問題ありません。
詳しくは、次の関連するナレッジベースの記事を参照してください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=176332

関連情報
次の Web サイトで英語版のマニュアルにアクセスできます。

https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4.html

このリリースノートの完成後に発見された問題については、次の Web サイトでチェックしてください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article/151063
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