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概要

この資料は Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）の機能「安全なプリント」を説
明していたものです。

前提条件

安全なプリント機能は ESA AsyncOS 13.0 および新しいバージョンで利用できます。

安全なプリントの設定はコンテンツ フィルタ 動作の基本的な知識を含みます。

背景説明

E メール セキュリティ アプライアンスは悪意のあるか疑わしいように検出されるメッセージ添付
ファイルの安全な概観（セーフ印刷された PDF バージョン）を提供するために設定することがで
きます。 メッセージ添付ファイルの安全な概観はエンドユーザに提供され、オリジナル添付ファ
イルはメッセージから除去されます。 「安全なプリント」内容フィルタ操作はコンテンツ フィル
ター条件に基づいていろいろなオプションを提供します。

メール ゲートウェイの安全なプリント メッセージ添付ファイルへの能力は組織をに助けます:

悪意のあるか疑わしい内容でメッセージ添付ファイルが組織 ネットワークに入ることを防い
で下さい。

●

malware から影響を受けないで悪意のあるか疑わしい メッセージ添付ファイルを表示して下
さい。

●

エンドユーザ 要求に基づいて元のメッセージ添付ファイルを提供して下さい。●

どんな安全なプリントがか。

最大 6M のフィールドを」、スキャンするためにスキャン構成「最大添付ファイル サイズの
サイズまでメッセージをスキャンして下さい。

●



イメージ PDF への添付ファイル（公認ファイルの種類）を、印刷して下さい。●

オリジナル ファイルの 10 までのページを印刷して下さい。●

書き換えられた添付ファイルにオプションのウォーターマークおよび上表紙を追加して下さ
い。

●

現在のユーザガイドは章内の安全なプリント機能のより詳細な詳細を提供しま、「安全なプリン
ト メッセージ添付ファイルに設定しますメール ゲートウェイを」。

設定安全なプリント

安全なプリントを設定する 3 つのエリアがあります。

  #1 安全なプリント パラメータ

  #2 はコンテンツ フィルタを作成します

  #3 は受信 Mail ポリシーにコンテンツ フィルタを適用します

#1 安全なプリント パラメータ

  a. WebUI は > Security サービス > スキャン動作 > Edit グローバル設定に参照します。

  b. ブルーボックスの値のメモを作って下さい。

  c. 安全なプリント「最大ファイル サイズ 6M まで」、はファイルの処置をとりましたり、ブル
ーボックスの値より小さい必要があります。

  d. 最大ページ数: 1-10

  e. 資料 品質:  10 - 100

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html


スキャン動作 > 安全なプリント設定

  f. ファイルの種類選択:

13.0.0-285 でサポートされるファイルの種類:

       ドキュメント
       AcroExch.Document （.pdf）
       Hancom オフィス ファイル（.hwp）
       Xhtmlfile （.xhtml）
       Xmlfile （.xml）

       Microsoft 文書
       PowerPoint.Show.12(.pptx)
       PowerPoint.Show.8(.ppt)
       PowerPoint.ShowMacroEnabled.12(.pptm)
       PowerPoint.SlideShow.12(.ppsx)
       PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12(.ppsm)
       PowerPoint.Template.12(.potx)
       PowerPoint.Template.8(.pot)
       PowerPoint.TemplateMacroEnabled.12(.potm)
       Powerpointxmlfile （.pptxml）
       Word.Document.12(.docx)
       Word.Document.8(.doc)
       Word.Template.12(.dotx)



       Word.Template.8(.dot)
       Word.TemplateMacroEnabled.12(.dotm)
       Wordhtmlfile （.dochtml）

       Wordhtmlfile （.docm）

       Wordhtmltemplate （.dothtml）

       Wordxml （.docxml）

注: サポートされたファイルの種類は AsyncOS 未来のリリースと増加するかもしれません
。

  g. 上表紙: 最大 800 文字が含まれているよろしいです。

動
作 > Edit グローバル設定 > 上表紙をスキャンして下さい

  h. ウォーターマーク: 最大 20 文字が含まれているよろしいです。

  i. 送信するは > 変更を保存します。



サンプル上表紙



ウォーターマーク サンプル

  #2 はコンテンツ フィルタを作成します

安全なプリント操作はコンテンツ フィルタおよび処理の使用によって実現します、「安全なプリ
ント」。

注: コンテンツ フィルタは上記のセクション 1f で設定されたファイルの種類だけをスキャ
ン動作スキャンします。



あります処理内に 3 つの選択が、「安全なプリント」。

Safeprint すべての添付ファイル: 条件が安全なプリント処理を誘発することと一致する場合
、すべての添付ファイルは書き換えられて得ます。     一般に「メッセージ本文」、および/ま
たは「添付ファイルで一致するフィルター条件を満足させるために適用される」。このオプ
ションは非常に適用範囲が広く、コンテンツ フィルタ内のあらゆる条件で機能します。例：
状態-リモートIP/ホスト名は、場合一致されたすべての添付ファイルを書き換えます。

●

Safeprint 一致する添付ファイル: 状態と一致する特定の添付ファイルの処置だけをとって下
さい。
この処理は状態のための「選択」、を制限 しました。条件のコンテンツ フィルター用の広く
使われた添付ファイル内容に焦点を合わせました。このオプションは次の状態としか使用す
ることができません。 URL 評判（中チェック: 添付ファイル）このオプションだけ。URL カ
テゴリ（中チェック: 添付ファイル）このオプションだけ。マクロ検出添付ファイル ファイ
ル情報

●

ストリップ unscannable 添付ファイル。
 添付ファイルが unscannable なら示されるように、この操作は添付ファイルを除去します。
顧客 置換 Message フィールドは知らせるためにワードを追加するオプションのスペースを
句提供します。

●



コンテン
ツ フィルタ 処理 > 安全なプリント

上記のコンテンツ フィルタ紹介を使用する、CF を作成し始めて下さい。

ヒント： フィルタを作成するように上記されたと 3 つの安全なプリント選択および関連条
件制限と考えて下さい。



  a. WebUI は > に > Mail ポリシー > 着信内容フィルタ > Add フィルタ参照します。

  b. 状態を追加して下さい: 条件は安全なプリント処理のための 3 つの選択によって決まります。

  c. （オプションの処理、多くの推奨される）処理 > 検疫 > 重複メッセージを > 選択しますのた
めに作成したカスタム検疫を追加して下さい  

      安全なプリント。 追加するために『OK』 を選択 して下さい。

処理 > 検疫 > 重複メッセージ

ヒント： 検疫するべき重複。 フェイル・セイフ操作として、メッセージをオリジナル添付
ファイルによって検疫するためにコピーすることを考えて下さい。 添付ファイルが安全な
プリント書き直しを行う場合、この操作はそれらが状態を一致する値であることを判別する
文書のための保険ように機能します。 容易な識別の安全なプリントのためのカスタム検疫
をとりわけ作成して下さい。

  c. 処理を > 安全なプリント追加して下さい

       i. 状態と対応する安全なプリント選択を選択して下さい。

  d. （オプションの）処理を追加して下さい- Log エントリを追加し、マッチを確認するためにメ
ッセージ トラッキングに反映するテキストを含んで下さい。

      i. 例： 特殊文字を表示用の強調表示するのに使用しますか説明を追加するか、または識別す
るために名前を- #安全なプリント#または >> 安全なプリント << フィルタリングして下さい

  e. コンテンツ フィルタを作成するために入れて下さい。 ESA に保存するために変更を保存して
下さい。

  



安全なプリント内容フィルタを見本抽出して下さい

安全なプリント メッセージ処理に特定の Log エントリ。

MID 95 The attachment(s) are successfully safe-printed, Filename(s):

Create_Certificate_for=20Amp.docx

MID 95 rewritten to MID 96 by safeprint-matching-attachments-strip-unscan filter 'SP_type'

報告します次世代レポート（NG）からのビューを

ユーザを新しいブラウザ タブを使用してメッセージ トラッキングに数およびリダイレクトをクリ
ックすることを許可します。

NG は安全なプリントを報告します



レポートからの基準をトラッキングして処理をリダイレクトして下さい

レポート
リダイレクト操作からの検索結果

高度な 検索オプション-安全なプリント

トラブルシューティング

トレース レベルでログを郵送して下さい: アラートを表示して下さい。

Cisco 内部 情報（制御される/機密アクセス）
 safeprint Heimdall 
/data/bin/heimdall_svc - s safeprint
/data/third_party/perceptive_filters/python_ucs4/bin/safeprint
/data/pub/mail_logs   Safeprintaction 
/data/log/heimdall/safeprint  safeprintprocess 
 Safeprintprocess  /data/third_party/perceptive_filters/lib 

 

関連情報

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス-製品サポート●

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス-リリース ノート●

Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド●

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス-製品サポート●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html


Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス-リリース ノート●

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス-エンドユーザ ガイド●

Cisco Web セキュリティ-製品サポート●

Cisco Web セキュリティ-リリース ノート●

Cisco Web セキュリティ-エンドユーザ ガイド●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/content-security-management-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/web-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
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