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概要

この資料は誤った分類を解決し、E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）のデータ損失防
止（DLP）に関する失敗（かミス）スキャンする共通のメソッドを記述したものです。

前提条件

AsyncOS 11.x をかより新しい実行する ESA。●

DLP Feature 鍵インストールされるおよび使用中。●

重要な情報

それを有効に し、ポリシーを作成し、機密データのためにスキャンし始めることができるという
意味で ESA の DLP がプラグアンドプレイであることに注意することは重要です; ただし会社仕
様必要条件にことを合うために最もよい結果が DLP を調整した後だけ実現すること、またわかっ
ている必要があります。 これは DLP ポリシーの型のような事柄が、重大度 スケール、フィルタ
リングおよび追加カスタマイズを調節する詳細と一致するポリシー含まれています。

違反対。 違反 ログ例無し

メール ログやメッセージ トラッキングの内で見るかもしれない DLP 違反のいくつかの例はここ
にあります。 logline はタイムスタンプが、ログ レベル、MID #、違反または違反、一致したポリ
シーおよび重大度および危険率含まれていません。 

Thu Jul 11 16:05:28 2019 Info: MID 40 DLP violation. Severity: CRITICAL (Risk Factor: 96). DLP

policy match: 'US HIPAA and HITECH'.



Thu Jul 11 16:41:50 2019 Info: MID 46 DLP violation. Severity: LOW (Risk Factor: 24). DLP policy

match: 'US State Regulations (Indiana HB 1101)'.

見つけられる違反がないときメールは記録 しますおよび/またはメッセージ トラッキングは DLP
を違反単に記録 しません。 

Mon Jan 20 12:59:01 2020 Info: MID 26245883 DLP no violation

トラブルシューティングのチェックリスト

DLP 誤った分類かスキャン失敗/ミスに対処しているとき検討することができる共通 品目は下記
に提供されます。 

注: これはすべてを網羅したリストではありません。 何かを含まれた見たくてもらう場合
Cisco TAC に連絡して下さい。

DLP エンジンのバージョンの確認

DLP エンジン更新はデフォルトで自動ではないです、従って最近の機能拡張かバグ修正を含む最
新バージョンを実行していることを確かめることは重大です。

GUI のセキュリティ サービスの下でデータ損失防止に現在のエンジン バージョンを確認し、ど
の更新でも利用できるかどうか見るためにナビゲートできます。 アップデートが利用できればア
ップデートを行うために『Update now』 をクリック することができます。 

一致されたコンテンツ ロギングを有効に すること

DLP は DLP ポリシーに違反する周囲内容と共に内容を記録 するためにオプションを提供します
。 このデータはメッセージ トラッキングでメール内のどんな内容により特定の違反を引き起こす
かもしれないか見つけ出すことと助けるためにそれから表示することができます。 

注意： 有効に された場合、この内容がクレジットカード 番号および社会保障番号のような
機密データを含むかもしれないことを確認することは重要先祖などです

GUI のセキュリティ サービスの下でデータ損失防止に一致されたコンテンツ ロギングが有効に
なるかどうか見るためにナビゲートできます。

メッセージ トラッキングで見られる一致されたコンテンツ ロギングの例



スキャン動作の構成の検討

ESA のスキャン動作の構成はまた DLP スキャンの後ろの機能性に影響を与えます。 5M のサイ
ズ設定最大値が添付ファイル スキャンある下記のスクリーン ショットを一例として検知 して、
より大きい何でもにより抜けているためにスキャンする DLP を引き起こすかもしれません。 ま
た、MIME 型設定の添付ファイルのための操作は検討したいと思うもう一つの共通 品目です。 こ
れは Skip のデフォルトにリストされている MIME 型がスキップされ、他のすべてがスキャンさ
れているように設定 する必要があります。 代りにスキャンすることを設定 する場合表にリスト
されているそれらの MIME 型だけをスキャンします。

同様に、ここにリストされている他の設定は DLP スキャンに影響を与えるかもしれ、添付ファイ
ル/メール内容によって考慮に入れる必要があります。

GUI の、または CLI 内の scanconfig コマンドの実行によるセキュリティ サービスの下で動作を
スキャンするためにナビゲートできます。 



重大度 スケール 設定の検討

デフォルト重大度 スケールしきい値はほとんどの環境のために十分であることを行っています;
ただし、偽それから一致する負（FN）または False positive （FP）と助けるためにそれらを修正
する必要があればそうすることができます。 また新しいダミーのポリシーを作成し、それらを比
較することによって利用しています推奨するデフォルトしきい値を DLP ポリシーを確認できます
。 

注: 異なるあらかじめ定義されたポリシー（例えば米国 HIPAA 対 PCI-DSS）に別のスケー
リングがあります。 

フィルタ 送信側および受信者フィールドに追加される Eメールアドレスを検討します

どのエントリでもこれらのフィールドのどちらかに一致する 送信側や受信者 eメールアドレスの
正しい例を入ったことを確認して下さい。 フィルタ 送信側および Recipients フィールドは大文
字/小文字の区別があります。 DLP ポリシーはメール クライアントの「テスト
Email@mail.com」のように eメールアドレス見え誘発しなかったりし、「テスト



email@mail.com」としてこれらのフィールドに入ります。

関連情報

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●

データ損失防止とは何か。●

ESA で HIPAA ポリシーをテストするための DLP 違反のトリガー●

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118127-troubleshoot-esa-00.html
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