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vShield 管理ガイド

『vShield 管理ガイド』では、vShield Manager ユーザー インターフェイスと vSphere Client プラグインを使用して
VMware® vShield™ システムをインストール、構成、監視、および保守する方法について説明します。情報には、段階的
な構成手順と提案されるベスト プラクティスが含まれます。

対象読者

本書は、VMware vCenter 環境で vShield をインストールまたは使用する方を対象としています。本書に記載されてい
る情報は、システム管理者としての経験があり、仮想マシン テクノロジーおよび仮想データ センターの操作に詳しい方
を対象としています。また、このマニュアルは VMware ESX、vCenter Server、vSphere Client を含む VMware
Infrastructure 5.x についての知識も前提としています。
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vShield の概要 1
VMware® vShield は、VMware vCenter Server と VMware ESX の統合のために構築された、セキュリティ仮想アプラ
イアンスです。vShield は、仮想化されたデータセンターを攻撃から保護し、法的遵守の目的を達成するのに役立つ、重
要なセキュリティ コンポーネントです。

本書では、vShield システム全体に管理者権限でアクセスできることが前提です。vShield Manager のユーザー インター
フェイスで表示できるリソースは、ユーザーに割り当てられた役割と権利、ライセンスによって異なります。画面にアク

セスできないか、または特定のタスクを実行できない場合は、vShield 管理者に問い合わせてください。

n vShield のコンポーネントについて (P. 9)

vShield には仮想マシンを保護するために必要不可欠なコンポーネントとサービスが含まれています。vShield は
ウェブ ベースのユーザー インターフェイス、vSphere Client プラグイン、コマンドライン インターフェイス
（CLI）、そして REST API から設定可能です。

n vShield コンポーネントの移動 (P. 11)

vShield Manager と vShield Edge 仮想アプライアンスは DRS と HA ポリシーに従い自動または手動で移動させ
ることができます。vShield Manager は常に稼働していなければならず、現在の ESX ホストが再起動やメンテナ
ンス モード ルーチン中でも vShield Manager を移動しなければなりません。

n vShield コンポーネント上の VMware Tools について (P. 12)

vShield 仮想アプライアンスには VMware Tools が含まれます。vShield 仮想アプライアンスが含まれているバー
ジョンの VMware Tools をアップグレードしたりアンインストールしたりしないでください。

n vShield 通信に必要なポート (P. 12)

vShield のコンポーネントについて
vShield には仮想マシンを保護するために必要不可欠なコンポーネントとサービスが含まれています。vShield はウェブ
ベースのユーザー インターフェイス、vSphere Client プラグイン、コマンドライン インターフェイス（CLI）、そして
REST API から設定可能です。

vShieldを実行するには、vShield Manager 仮想マシンと最低 1つの vShield App または vShield Edge モジュールが
必要です。

vShield Manager
vShield Manager は vShield のネットワーク集中管理コンポーネントで、vSphere Client を使用することにより、仮想
マシンとして OVA からインストールできます。管理者は vShield Manager のユーザー インターフェイスを使用して、
vShield コンポーネントをインストール、構成および保守します。vShield Manager は vShield App と vShield Edge
モジュールとは別の ESX ホスト上で実行できます。

vShield Manager では、VMware Infrastructure SDK を活用して、vSphere Client のインベントリ パネルのコピーを
表示します。
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vShield Manager ユーザー インターフェイスの使用方法の詳細については、第 2 章「vShield Manager ユーザー イン
ターフェイスの基礎 (P. 13)」を参照してください。

vShield Edge
vShield Edge は、ポート グループ、vDS ポート グループ、または Cisco® Nexus 1000V 内の仮想マシンを分離するた
めの、ネットワーク エッジ セキュリティとゲートウェイ サービスを提供します。vShield は分離されたスタブ ネットワー
クを、DHCP、VPN、NAT とロード バランシングを用いて共有された（アップリンクの）ネットワークへ接続します。
よくある vShield Edge の導入には、vShield Edge が Virtual Datacenters (VDCs) のためにペリメータ セキュリティ
を提供する、DMZ、VPN エクストラネット、そしてマルチ テナントのクラウド環境などが含まれます。

注意   vShield Edge を使用するには評価ライセンスまたはフルライセンスを取得してください。

標準的な vShield Edge サー
ビス（vCloud Director を含
む）

n ファイアウォール：サポートするルールには、TCP、UDP、ICMP のステートフ
ル インスペクションのための、IP とポート レンジを用いた 5個組みの IP 構成が
あります。

n ネットワーク アドレス変換：送信元と送信先の IP アドレスや、TCP と UDP ポー
ト変換のための管理を分離します。

n DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)：IP プール、ゲートウェイ、
DNS サーバ、検索ドメインの構成します。

n リレー名の解決に関するリレー DNS サーバの構成には、クライアントおよび
syslog サーバからのリクエストが必要です。

n データ パケットのフローのための固定ルート。

アドバンスト vShield Edge
サービス

n サイト間 VPN (Virtual Private Network)：全ての大手ファイアウォール ベンダー
と相互運用できる、標準化された IPsec プロトコル設定を使用します。

n ロード バランシング：シンプルで動的に構成できる仮想 IP アドレスとサーバ グ
ループです。

n 高可用性：仮想化されたネットワーク上で常に vShield Edge アプライアンスが
使用できるようになります。

n SSL VPN-Plus：リモート ユーザーが vShield Edge ゲートウェイの背後にあるプ
ライベート ネットワークへ安全に接続できるようになります。

vShield Edgeは全てのサービスで Syslog のリモート サーバへのエクスポートをサポートしています。

vShield App
vShield App はネットワーク トポロジーに関係なくアクセス管理ポリシーを作成し、同じ VLAN 内でのネットワーク隔
離を実現する、内部の vNIC レベルでのレイヤー 2 のファイアウォールです。vShield App は同じポート グループ内の
仮想マシン間を含む ESX ホストを出入りする全てのトラフィックを監視します。vShield App にはトラフィック分析と
コンテナ ベースでのポリシー作成が含まれます。コンテナは、データセンター、あるいはセキュリティ グループ、IP セッ
ト、MAC セットなど、vShield Manager 内で定義されるオブジェクトなど、動的あるいは静的な vCenter の構造とな
ります。vShield App は、マルチ テナントに対応しています。

vShield App のハイパーバイザー モジュール と ファイアウォール サービス仮想アプライアンスとしてインストールされ
ます。vShield App は VMsafe API を通して ESX ホスト群を統合し、DRS、vMotion、DPM、管理モードなどの VMware
vSphere プラットフォーム機能と一緒に働きます。

vShield 管理ガイド
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vShield App はすべての仮想ネットワーク アダプターにファイアウォール フィルタ を設置することにより、仮想マシン
間のファイアウォールを提供します。ルールには、複数のソース、ターゲットおよびアプリケーションが含まれる可能性

があります。このファイアウォール フィルタの運用はわかりやすく、ネットワークの変更やセキュリティ ゾーンを作成
するための IP アドレスの修正などは必要ありません。ファイアウォール ルールの数の削減やルールのトラッキング負担
の低減のために、データセンター、クラスタ、リソース プールや vApp などの vCenter コンテナ、またはポート グルー
プや VLAN などのネットワーク オブジェクトを使用して、アクセス ルールを設定することができます。

VMware vMotion™ が機能し、仮想マシンが ESX ホスト間で移動する際に仮想マシンの保護が維持されるようにするに
は、クラスタ内のすべての ESX ホスト上に vShield App インスタンスをインストールする必要があります。既定では、
vShield App 仮想アプライアンスを vMotion を使用して移動させることはできません。

Flow Monitoring は、アプリケーション プロトコル レベルでネットワーク フローを透過させたりブロックしたりできる
機能です。この情報はネットワーク トラフィック監査とトラブルシューティングに利用できます。

注意   vShield App を使用するには評価ライセンスまたはフルライセンスを取得してください。

vShield Endpoint
vShield Endpoint は、アンチウィルスおよびアンチマルウェア エージェントの負荷を、VMware パートナーが提供す
る、専用のセキュアな仮想アプライアンスに移して軽くします。セキュアな仮想アプライアンスは（ゲスト仮想マシンと

は異なり）オフラインになることはないので、アンチウィルス シグネチャを継続的に更新することができ、ホスト上の仮
想マシンに対して中断されることなく保護を提供することができます。また、新しい仮想マシン（またはオフラインになっ

ていた既存の仮想マシン）は、オンラインになった時点で、最も新しいアンチウィルス シグネチャにより即座に保護され
ます。

vShield Endpoint はハイパーバイザー モジュールとして、また ESX ホスト上のサード パーティ アンチウィルス ベン
ダー（VMware パートナー）からのセキュリティ仮想アプライアンスとして、インストールされます。

注意   vShield Endpoint を使用するには評価ライセンスまたはフルライセンスを取得してください。

vShield Data Security
vShield Data Security は、組織の仮想化されたクラウド環境内に格納されている機密データを表示できるようにします。
vShield Data Security でアクセス違反が報告されるため、機密データの適切な保護や、世界各地の規制へのコンプライ
アンスの評価が可能になります。

vShield コンポーネントの移動
vShield Manager と vShield Edge 仮想アプライアンスは DRS と HA ポリシーに従い自動または手動で移動させること
ができます。vShield Manager は常に稼働していなければならず、現在の ESX ホストが再起動やメンテナンス モード
ルーチン中でも vShield Manager を移動しなければなりません。

各 vShield Edgeは、セキュリティ設定とサービスを維持するため、データセンターと一緒に移動する必要があります。

vShield App、vShield Endpoint パートナー アプライアンス、または vShield Data Security は、別の ESX ホストに
移動することはできません。これらのコンポーネントが配置されている ESX ホストがマニュアル メンテナンス モード運
用を要求した場合は、 [Move powered off and suspended virtual machines to other hosts in the cluster ] チェッ
クボックスを選択解除し、これらの仮想アプライアンスが移動していないことを確認してください。これらのサービスは

ESX ホストがオンラインになった後で再起動されます。

第 1 章 vShield の概要
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vShield コンポーネント上の VMware Tools について
vShield 仮想アプライアンスには VMware Tools が含まれます。vShield 仮想アプライアンスが含まれているバージョン
の VMware Tools をアップグレードしたりアンインストールしたりしないでください。

vShield 通信に必要なポート

vShield では以下のポートが開放されている必要があります：

n デプロイされる ESX ホスト、vCenter Server、および vShield アプライアンスからの vShield Manager ポート
443

n vShield Manager と vShield App の間の時間同期で使用する UDP123

n vCenter Client および ESX ホストとの間の通信で使用する 902/TCP と 903/TCP

n REST API 呼び出しで使用する REST クライアントから vShield Manager への 443/TCP

n vShield Manager ユーザー インターフェイスを使用する場合と、vSphere SDK への接続を開始する場合に使用す
る 80/TCP から 443/TCP

n CLI のトラブルシューティングで使用する 22/TCP

vShield 管理ガイド
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vShield Manager ユーザー インターフェイ
スの基礎 2

vShield Manager のユーザー インターフェイスには、vShield に固有の構成とデータ表示のオプションがあります。
VMware Infrastructure SDK を利用することで、vShield Manager には vCenter 環境の完全なビューを表す vSphere
Client インベントリ パネルが表示されます。

注意   vShield Manager を vSphere Client のプラグインとして登録できます。これにより vSphere Client 内で vShield
コンポーネントを設定できるようになります。『vShield インストールとアップグレード ガイド』の「vShield Manager
のセットアップ」を参照してください。

n vShield Manager ユーザー インターフェイスへのログイン (P. 13)

vShield Manager の管理インターフェイスへは、Web ブラウザを使用してアクセスします。

n vShield Manager ユーザー インターフェイスについて (P. 14)

vShield Manager ユーザー インターフェイスには 2つのパネルがあります：（インベントリ パネルおよび構成パ
ネル ） に分割されて表示されます。インベントリ パネルからビューとリソースを選択すると、構成パネル内に、
表示可能な詳細および構成のオプションが展開されます。

vShield Manager ユーザー インターフェイスへのログイン
vShield Manager の管理インターフェイスへは、Web ブラウザを使用してアクセスします。

手順

1 Web ブラウザ ウィンドウを開き、 vShield Manager に割り当てた IP アドレスを入力します。

vShield Manager ユーザー インターフェイスが SSL/HTTPS セッションで開きます（またはセキュアな SSL セッ
ションで開きます）。

2 セキュリティ証明書を受け入れます。

注意   vShield Manager の検証では SSL 証明書を使用するようお勧めします。「vShield Manager ウェブ サービス
を識別するための SSL 証明書の追加 (P. 20)」を参照してください。

vShield Manager のログイン画面が表示されます。

3 ユーザー名 admin とパスワード default を使用して、vShield Manager ユーザー インターフェイスにログイン
します。

不正な使用を避けるため、最初のタスクの 1 つとしてデフォルトのパスワードを変更する必要があります。「ユーザー
アカウントの編集 (P. 35)」を参照してください。

4 [Log In] をクリックします。
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vShield Manager ユーザー インターフェイスについて
vShield Manager ユーザー インターフェイスには 2つのパネルがあります：（インベントリ パネルおよび構成パネル ）
に分割されて表示されます。インベントリ パネルからビューとリソースを選択すると、構成パネル内に、表示可能な詳細
および構成のオプションが展開されます。

各インベントリ オブジェクトをクリックすると、固有のタブ セットが構成パネル内に表示されます。

n vShield Manager のインベントリ パネル (P. 14)

vShield Manager のインベントリ パネルの階層は、vSphere Client のインベントリ階層に似ています。

n vShield Manager の構成パネル (P. 15)

vShield Manager の構成パネルには、選択されたインベントリ リソースおよび vShield 操作の出力に基づいて構
成できる設定が表示されます。各リソースには複数のタブがあり、各タブには、そのリソースに対応する情報や構

成用のフォームが表示されます。

vShield Manager のインベントリ パネル
vShield Manager のインベントリ パネルの階層は、vSphere Client のインベントリ階層に似ています。

リソースには、ルート フォルダ、データセンター、クラスタ、ポート グループ、ESX ホストおよび仮想マシンが含まれ
ます。その結果、vShield Manager では vCenter Server インベントリとの連携を維持することで、仮想配置をすべて表
示することができます。vShield Manager および vShield App 仮想マシンは、vShield Manager インベントリ パネル
に表示されません。vShield Manager の設定値は、インベントリ パネル上部の [Settings & Reports] リソースから構成
します。

インベントリ パネルは複数のビューを提供します：ホストおよびクラスタ、ネットワーク、およびエッジ。ホストとクラ
スタ ビューには、インベントリ内のデータセンター、クラスタ、リソース プールおよび ESX ホストが表示されます。ネッ
トワーク ビューには、インベントリ内の VLAN ネットワークおよびポート グループが表示されます。[エッジ] ビューに
は、vShield Edge インスタンスによって保護されるポート グループが表示されます。Hosts & Clusters と Networks
ビューは vSphere Client の同じビューと一致します

vShield Manager と vSphere Client のインベントリ パネルでは仮想マシンと vShield コンポーネントのアイコンに違
いがあります。カスタム アイコンは vShield コンポーネントと仮想マシンの違い、保護されている仮想マシンと保護され
ていない仮想マシンの違いを示します。

表 2‑1.  vShield Manager インベントリ パネルでの vShield 仮想マシン アイコン

アイコン 説明

 

 

vShield App によって保護されているパワーオンの仮想マシン。

 

 

vShield App によって保護されていないパワーオンの仮想マシン。

パワーオフされた仮想マシン。

切断される保護仮想マシン。

vShield 管理ガイド
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インベントリ パネルの更新

インベントリ パネル内のリソースのリストを更新するには、  をクリックします。更新操作では、vCenter Server に対
して最新のリソース情報が要求されます。デフォルトでは、vShield Manager は 5 分間隔で vCenter Server からのリ
ソース情報を要求します。

インベントリ パネルの検索

インベントリ パネル内で特定のリソースを検索するには、vShield Manager のインベントリ パネル上部にあるフィール
ドに検索文字列を入力し、つぎのリンクをクリックします。

vShield Manager の構成パネル
vShield Manager の構成パネルには、選択されたインベントリ リソースおよび vShield 操作の出力に基づいて構成でき
る設定が表示されます。各リソースには複数のタブがあり、各タブには、そのリソースに対応する情報や構成用のフォー

ムが表示されます。

リソースごとに目的が異なるため、リソースに固有のタブもいくつかあります。また、二次的なオプションを備えている

タブもあります。

第 2 章 vShield Manager ユーザー インターフェイスの基礎
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システム設定の管理 3
初期ログイン時に指定した、vCenter Server、DNS と NTP サーバ、および Lookup サーバを編集できます。vShield
Manager では、VMware Infrastructure インベントリの詳細を取得するためには、vCenter Server および DNS や NTP
などのサービスと通信する必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n DNS サーバの編集 (P. 17)

n vShield Manager の日付と時刻の編集 (P. 18)

n Lookup Service の詳細の編集 (P. 18)

n vCenter Server の編集 (P. 18)

n Syslog サーバの指定 (P. 19)

n vShield のテクニカル サポート ログのダウンロード (P. 19)

n vShield Manager ウェブ サービスを識別するための SSL 証明書の追加 (P. 20)

n vShield Manager への Cisco スイッチの追加 (P. 21)

n サービスおよびサービス グループの操作 (P. 21)

n オブジェクトのグループ化 (P. 24)

DNS サーバの編集
最初のログインのときに指定した DNS サーバは変更することができます。プライマリ DNS サーバは、vShield Manager
ユーザー インターフェイスに表示されます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [全般] タブが開かれていることを確認します。

4 [DNS サーバ] の横にある [編集] をクリックします。

5 適切に変更します。

6 [OK] をクリックします。
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vShield Manager の日付と時刻の編集
最初のログインのときに指定した NTP サーバは変更することができます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [全般] タブが開かれていることを確認します。

4 [NTP サーバ] の横にある [編集] をクリックします。

5 適切に変更します。

6 [OK] をクリックします。

7 vShield Manager を再起動します。

Lookup Service の詳細の編集
最初のログインのときに指定した Lookup Service の詳細は変更することができます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [全般] タブが開かれていることを確認します。

4 [Lookup Service] の横にある [編集] をクリックします。

5 適切に変更します。

6 [OK] をクリックします。

vCenter Server の編集
最初のログインのときに vShield Manager を登録した vCenter Server は変更することができます。この変更は、現在
の vCenter Server の IP アドレスを変更する場合にのみ行ってください。

手順

1 vSphere Client にログインしている場合は、ログアウトします。

2 vShield Manager にログインします。

3 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

4 [Configuration] タブをクリックします。

5 [全般] タブが開かれていることを確認します。

6 [vCenter Server] の横にある [編集] をクリックします。

7 適切に変更します。

8 [OK] をクリックします。

9 vSphere Client にログインします。

10 ESX ホストを選択します。

11 [vShield] がタブとして表示されたことを確認します。

vShield 管理ガイド
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次に進む前に

vShield コンポーネントは vSphere Client からインストール、設定できます。

Syslog サーバの指定
Syslog サーバを指定すると、vShield Manager は、vShield Manager からその Syslog サーバにすべての監査ログとシ
ステム イベントを送信します。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [全般] タブが開かれていることを確認します。

4 [Syslog サーバ] の横にある [編集] をクリックします。

5 Syslog サーバの IP アドレスを入力します。

6 (オプション) Syslog サーバのポートを入力します。

ポートを指定しないと、Syslog サーバの IP アドレス/ホスト名用のデフォルトの UDP ポートが使用されます。

7 [OK] をクリックします。

vShield のテクニカル サポート ログのダウンロード
vShield コンポーネントから自分の PC に vShield Manager の監査ログとシステム イベントをダウンロードできます。

監査ログは構成変更 （ファイアウォールの構成変更など） ログを参照するのに対し、システム イベントは vShield
Manager の実行中にバックグラウンドで発生するイベントを参照します。たとえば、vShield Manager が vShield App
または vShield Edge アプライアンスの 1 つへの接続を失うと、システム イベントが記録されます。

監査ログとシステム イベントはどちらも、syslog サーバにより情報レベルでログに記録されます。ただし、システム イ
ベントには内部での重要度があり、そのシステム イベントの場合に送信される syslog メッセージに追加されます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [Support] をクリックします。

4 [Tech Support Log Download] の下で、ふさわしいコンポーネントの隣の [Initiate] をクリックします。

一度初期化すると、ログが生成されて vShield Manager にアップロードされます。これには数秒間かかります。

5 ログの準備ができたら、 [Download] リンクをクリックしてログを PC にダウンロードします。

ログは圧縮され、ファイル拡張子 .gz が付加されます。

次に進む前に

解凍ユーティリティを使用して、ファイルを保存したディレクトリの [All Files] をブラウズしてログを開くことができます。

第 3 章 システム設定の管理
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vShield Manager ウェブ サービスを識別するための SSL 証明書の追加
証明書署名要求を生成したり、CA による署名を取得したり、署名付き SSL 証明書を vShield Manager にインポートし
て vShield Manager ウェブ サービスの身元を証明したりできます。また、vShield Manager ウェブ サービスに送信さ
れる情報を暗号化することもできます。セキュリティのベスト プラクティスとしては、プライベート キーとパブリック
キーを生成し、vShield Manager にプライベート キーが保存されるという証明書発行オプションを使用することを推奨
します。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [SSL Certificate] をクリックします。

4 [Generate Certificate Signing Request] で、次のフィールドに入力してフォームを完成させます。

オプション 操作

[Common Name] vShield Manager の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 （FQDN） を入力しま
す。FQDN を入力することをお勧めします。

[Organization Unit] 証明書を注文する会社・組織の部署名を記入します。

[Organization Name] 法人名を登記通りに記入します。

[City Name] 組織の所在地（市）を記入します。

[State Name] 組織の所在州を記入します。

[Country Code] アルファベット 2文字の国識別コードを記入します。例えば米国の場合、US となり
ます。

[Key Algorithm] 使用する暗号化アルゴリズムを DSA か RSA から選択します。下位互換性を確保する
ため、RSA を選択することをお勧めします。

[Key Size] 選択したアルゴリズムで使用されるビット数を選択します。

 

5 [Generate] をクリックします。

SSL 証明書のインポート
以前から存在するか CA 署名の SSL 証明書をインポートして vShield Manager で使用することができます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [SSL Certificate] をクリックします。

4 Import Signed Certificate の下の Certificate File で [Browse] をクリックし、ファイルを探します。

5 証明書ファイルの種類を [Certificate Type] ドロップダウン リストから選択します。

該当する場合は、CA 署名証明書をインポートする前に、ルート証明書と中間証明書をインポートしてください。複
数の中間証明書が存在する場合は、1 つのファイルに結合してからそのファイルをインポートします。

6 [Apply] をクリックします。

画面の上部に、 [証明書のインポートに成功しました] というメッセージを含んだ黄色いバーが表示されます。

7 [証明書の適用] をクリックします。

vShield Manager が再起動して証明書が適用されます。

vShield 管理ガイド
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証明書が vShield Manager に保存されます。

vShield Manager への Cisco スイッチの追加
Cisco スイッチを vShield Manager に追加して、その実装環境を管理できます。

開始する前に

N1K スイッチが vCenter Server にインストールされている必要があります。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [構成] タブが開かれていることを確認します。

3 [ネットワーク] タブをクリックします。

4 [スイッチ プロバイダの追加] をクリックします。

5 スイッチの名前を入力します。

6 スイッチが通信できる API インターフェイスを次の形式で入力します。
https://<IP_of_VSM>/n1k/services/NSM.

7 N1K のユーザー名およびパスワードを入力します。

8 [OK] をクリックします。

スイッチがスイッチ プロバイダ テーブルに追加されます。

サービスおよびサービス グループの操作
サービスはプロトコルとポートを組み合わせたものであり、サービス グループはサービスのグループです。

サービスの作成

サービスを作成してから、そのサービスに適用するルールを定義できます。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープでサービスを作成する
には

a vShield Manager ユーザー インターフェイスへログインします。
b [Settings & Reports] をクリックします。
c [Object Library] をクリックします。

データセンター スコープでサービスを作成
するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルからデータセンターを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

ポート グループ スコープでサービスを作成
するには

a vSphere Client で、 [Inventory] - [Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープでサービスを作成す
るには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。
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2 [サービス] タブをクリックします。

3 [追加] - [サービス] を選択します。

4 サービスを識別する [名前] を入力します。

5 サービスの [説明] を入力します。

6 標準以外のポートを追加する [プロトコル] を選択します。

7 ポート番号を [ポート] に入力します。

8 (オプション) グローバルまたはデータセンター スコープでサービスを作成する場合は、 [継承を有効にして基盤とな
るスコープで可視性を許可する] を選択して、基盤となるスコープでこのサービスを使用可能にします。

9 [OK] をクリックします。

サービスが [サービス] テーブルに表示されます。

サービス グループの作成
グローバル、データセンター、または vShield Edge のレベルでサービス グループを作成して、そのサービス グループ
に適用するルールを定義できます。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープでサービス グループを
作成するには

a vShield Manager ユーザー インターフェイスへログインします。
b [Settings & Reports] をクリックします。
c [Object Library] をクリックします。

データセンター スコープでサービス グルー
プを作成するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

ポート グループ スコープでサービスを作成
するには

a vSphere Client で、 [Inventory] - [Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープでサービス グループ
を作成するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [サービス] タブをクリックします。

3 [追加] - [サービス グループ] を選択します。

4 サービス グループを識別する [名前] を入力します。

5 サービスの [説明] を入力します。

6 [メンバー] で、グループ化するサービスまたはサービス グループを選択します。

7 (オプション) グローバルまたはデータセンター スコープでサービス グループを作成する場合は、 [継承を有効にして
基盤となるスコープで可視性を許可する] を選択して、基盤となるスコープでこのサービス グループを使用可能にし
ます。

8 [OK] をクリックします。
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カスタム サービス グループが [サービス] テーブルに表示されます。

サービスまたはサービス グループの編集
サービスおよびサービス グループを編集できます。

サービスまたはサービス グループは、定義されたスコープで編集できます。たとえば、グローバル スコープで定義され
たサービスを vShield Edge スコープで編集することはできません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープでサービスを編集する
には

a vShield Manager ユーザー インターフェイスへログインします。
b [Settings & Reports] をクリックします。
c [Object Library] をクリックします。

データセンター スコープでサービスを編集
するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

ポート グループ スコープでサービスを編集
するには

a vSphere Client で、 [Inventory] - [Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープでサービスを編集す
るには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [サービス] タブをクリックします。

3
カスタム サービスまたはサービス グループを選択し、 [編集] （ ）アイコンをクリックします。

4 適切に変更します。

5 [OK] をクリックします。

サービスまたはサービス グループの削除
サービスまたはサービス グループを削除できます。

サービスまたはサービス グループは、定義されたスコープで削除できます。たとえば、グローバル スコープで定義され
たサービスを vShield Edge スコープで削除することはできません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープでサービスを削除する
には

a vShield Manager ユーザー インターフェイスへログインします。
b [Settings & Reports] をクリックします。
c [Object Library] をクリックします。

データセンター スコープでサービスを削除
するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
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オプション 説明

ポート グループ スコープでサービスを削除
するには

a vSphere Client で、 [Inventory] - [Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープでサービスを削除す
るには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [サービス] タブをクリックします。

3
カスタム サービスまたはサービス グループを選択し、 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

4 [Yes] をクリックします。

サービスまたはサービス グループが削除されます。

オブジェクトのグループ化

グループ化機能を使用すると、App Firewall を保護するために、仮想マシンやネットワーク アダプタなどのリソースを
割り当てるカスタム コンテナを作成できます。グループの定義後に、ファイアウォール ルールにそのグループをソース
またはターゲットとして追加して保護することができます。

IP アドレス グループの操作

IP アドレス グループの作成

グローバル、データセンター、または vShield Edge のスコープで IP アドレス グループを作成してから、このグループ
をソースまたはターゲットとしてファイアウォール ルールに追加できます。そのようなルールにより、仮想マシンから物
理マシンを、またはその逆方向でマシンを保護することができます。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープで IP アドレス グループ
を作成するには

a vShield Manager ユーザー インターフェイスの vShield Manager インベント
リ パネルで、 [Object Library] をクリックします。

b [グループ化] タブが開かれていることを確認します。

データセンター スコープで IP アドレス グ
ループを作成するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グルーピング] タブを選択します。

ポート グループ スコープで IP アドレス グ
ループを作成するには

a vSphere Client で、 [Inventory] - [Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープで IP アドレス グルー
プを作成するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [オブジェクトのグループ化] タブをクリックします。
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3 [追加] （ ） アイコンをクリックし、 [IP アドレス] を選択します。

Add IP Addresses ウィンドウが開きます。

4 アドレス グループの名前を入力します。

5 (オプション) アドレス グループの説明を入力します。

6 アドレス グループに含める IP アドレスを入力します。

7 (オプション) グローバルまたはデータセンター スコープで IP アドレス グループを作成する場合は、 [継承を有効に
して基盤となるスコープで可視性を許可する] を選択して、基盤となるスコープでこの IP アドレス グループを使用
可能にします。

8 [OK] をクリックします。

IP アドレス グループの編集

IP アドレス グループは、定義されたスコープで編集できます。たとえば、グローバル スコープで定義された IP アドレス
グループを vShield Edge スコープで編集することはできません。

開始する前に

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープで IP アドレス グループ
を編集するには

a vShield Manager ユーザー インターフェイスの vShield Manager インベント
リ パネルで、 [Object Library] をクリックします。

b [グループ化] タブが開かれていることを確認します。

データセンター スコープで IP アドレス グ
ループを編集するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グルーピング] タブを選択します。

ポート グループ スコープで IP アドレス グ
ループを編集するには

a vSphere Client で、 [Inventory ] - [ Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープで IP アドレス グルー
プを編集するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [オブジェクトのグループ化] タブをクリックします。

3
編集するグループを選択して、 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

4 [IP アドレスの編集] ダイアログ ボックスで、必要な変更を行います。

5 [OK] をクリックします。

第 3 章 システム設定の管理

VMware, Inc.  25



IP アドレス グループの削除

IP アドレス グループは、定義されたスコープで削除できます。たとえば、グローバル スコープで定義された IP アドレス
グループを vShield Edge スコープで削除することはできません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープで IP アドレス グループ
を削除するには

a vShield Manager ユーザー インターフェイスの vShield Manager インベント
リ パネルで、 [Object Library] をクリックします。

b [グループ化] タブが開かれていることを確認します。

データセンター スコープで IP アドレス グ
ループを削除するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グルーピング] タブを選択します。

ポート グループ スコープで IP アドレス グ
ループを削除するには

a vSphere Client で、 [Inventory ] - [ Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープで IP アドレス グルー
プを削除するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [オブジェクトのグループ化] タブをクリックします。

3
削除するグループを選択し、 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

MAC アドレス グループの操作

MAC アドレス グループの作成

一定範囲の MAC アドレスで構成される MAC アドレス グループを作成してから、そのグループを vShield App Firewall
ルールにソースまたはターゲットとして追加できます。そのようなルールにより、仮想マシンから物理マシンを、または

その逆方向でマシンを保護することができます。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル レベルで MAC アドレス グルー
プを作成するには

a vShield Manager ユーザー インターフェイスの vShield Manager インベント
リ パネルで、[Object Library] をクリックします。

b [グループ化] タブが開かれていることを確認します。

データセンター レベルで MAC アドレス グ
ループを作成するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グルーピング] タブを選択します。

ポート グループ レベルで MAC アドレスを
作成するには

a vSphere Client で、 [Inventory] - [Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
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2 [追加] （ ） アイコンをクリックし、 [MAC アドレス] を選択します。

[MAC アドレスの追加] ウィンドウが開きます。

3 アドレス グループの名前を入力します。

4 (オプション) アドレス グループの説明を入力します。

5 グループに含める MAC アドレスを入力します。

6 選択したデータセンターのオブジェクトまで MAC アドレス グループを伝達する場合は、 [継承を有効にして基盤と
なるスコープで可視性を許可する] を選択します。

7 [OK] をクリックします。

MAC アドレス グループの編集

MAC アドレス グループは、定義されたスコープで編集できます。たとえば、グローバル スコープで定義された MAC ア
ドレス グループを vShield Edge スコープで編集することはできません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープで MAC アドレス グルー
プを編集するには

a vShield Manager ユーザー インターフェイスの vShield Manager インベント
リ パネルで、 [Object Library] をクリックします。

b [グループ化] タブが開かれていることを確認します。

データセンター スコープで MAC アドレス
グループを編集するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グルーピング] タブを選択します。

ポート グループ スコープで MAC アドレス
グループを編集するには

a vSphere Client で、 [Inventory ] - [ Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープで MAC アドレス グ
ループを編集するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [オブジェクトのグループ化] タブをクリックします。

3
編集するグループを選択して、 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

4 [MAC アドレスの編集] ダイアログ ボックスで、必要な変更を行います。

5 [OK] をクリックします。
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MAC アドレス グループの削除

MAC アドレス グループは、定義されたスコープで削除できます。たとえば、グローバル スコープで定義された MAC ア
ドレス グループを vShield Edge スコープで削除することはできません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

グローバル スコープで MAC アドレス グルー
プを削除するには

a vShield Manager ユーザー インターフェイスの vShield Manager インベント
リ パネルで、 [Object Library] をクリックします。

b [グループ化] タブが開かれていることを確認します。

データセンター スコープで MAC アドレス
グループを削除するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グルーピング] タブを選択します。

ポート グループ スコープで MAC アドレス
グループを削除するには

a vSphere Client で、 [Inventory ] - [ Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

vShield Edge スコープで MAC アドレス グ
ループを削除するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
d [エッジ] タブをクリックします。
e vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。
f [構成] タブをクリックします。

 

2 [オブジェクトのグループ化] タブをクリックします。

3
編集するグループを選択し、 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

セキュリティ グループの操作

セキュリティ グループの作成

vSphere Client では、データセンター レベルまたはポート グループ レベルでセキュリティ グループを追加できます。

セキュリティ グループのスコープは、それが作成されるリソース レベルに限定されています。たとえば、セキュリティ
グループをデータセンター レベルで作成する場合、データセンター レベルでファイアウォールのルールを作成するとき
にのみ、そのセキュリティ グループはソースまたはターゲットとして追加できます。データセンター内のポート グルー
プにルールを作成する場合は、セキュリティ グループを利用できません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

データセンター レベルでセキュリティ グルー
プを作成するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グループ化] タブを選択します。

ポート グループ レベルでセキュリティ グ
ループを作成するには

a vSphere Client で、 [Inventory] - [Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [グループ化] タブを選択します。
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2 [Add] をクリックし、 [Security Group] を選択します。

Add Security Group ウィンドウが開き、選択したデータセンターが [Scope] として表示されます。

3 セキュリティ グループの名前と説明を入力します。

4 Add ボタンの横にあるフィールドをクリックし、セキュリティ グループに含めるリソースを選択します。

5 [メンバー] で、セキュリティ グループに追加するリソースを 1 つ以上選択します。

セキュリティ グループに 1 つのリソースを追加すると、関連するすべてのリソースも自動的に追加されます。たと
えば、仮想マシンを選択すると、関連する vNIC が自動的にそのセキュリティ グループに追加されます。

6 [OK] をクリックします。

セキュリティ グループの編集

セキュリティ グループは、定義されたスコープで編集できます。たとえば、データセンター スコープで定義されたセキュ
リティ グループをポート グループ スコープで編集することはできません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

データセンター レベルでセキュリティ グルー
プを編集するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グループ化] タブを選択します。

ポート グループ レベルでセキュリティ グ
ループを編集するには

a vSphere Client で、 [Inventory ] - [ Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [グループ化] タブを選択します。

 

2
編集するグループを選択して、 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

3 [セキュリティ グループの編集] ダイアログ ボックスで、必要な変更を行います。

4 [OK] をクリックします。

セキュリティ グループの削除

セキュリティ グループは、定義されたスコープで削除できます。たとえば、データセンター スコープで定義されたセキュ
リティ グループを vShield ポート グループ スコープで削除することはできません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

データセンター レベルでセキュリティ グルー
プを削除するには

a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [全般] タブで、 [グループ化] タブを選択します。

ポート グループ レベルでセキュリティ グ
ループを削除するには

a vSphere Client で、 [Inventory ] - [ Networking] に進みます。
b インベントリ パネルからネットワークを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [グループ化] タブを選択します。
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2
削除するグループを選択し、 [削除] （ ） アイコンをクリックします。
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ユーザー管理 4
セキュリティ操作は、多くの場合、複数のユーザーによって管理されます。システム全体の管理は、論理的にカテゴリ化

され、各担当者に個別に委託されます。ただし、タスクを実行する権限は、特定のリソースに対する適切な権限を持つユー

ザーにのみ限定されます。[Users] セクションでは、そのようなリソースの管理を適切な権限を付与されたユーザーに委
託できます。

vShield は Single Sign On （SSO） をサポートしています。SSO により vShield は、AD、NIS、LDAP などの他の ID
サービスからユーザーを認証できます。

vShield Manager ユーザー インターフェイスのユーザー管理は、任意の vShield コンポーネントの CLI のユーザー管理
とは別です。

この章では次のトピックについて説明します。

n Single Sign On の構成 (P. 31)

n ユーザー権限の管理 (P. 32)

n デフォルト ユーザー アカウントの管理 (P. 33)

n ユーザー アカウントの追加 (P. 33)

n ユーザー アカウントの編集 (P. 35)

n ユーザー ロールの変更 (P. 35)

n ユーザー アカウントの無効化または有効化 (P. 36)

n ユーザー アカウントの削除 (P. 36)

Single Sign On の構成
Single Sign On サービスと vShield を統合することにより、vCenter ユーザーのユーザー認証のセキュリティを強化す
ることができ、vShiled は、AD、NIS、および LDAP などの他の ID サービスからユーザーを認証することができます。

Single Sign On により vShield は、REST API 呼び出しを介して、信頼されるソースからの認証済み SAML トークンを
使用する認証をサポートします。vShield Manager は、他の VMware ソリューションと一緒に使えるように認証 SAML
トークンを取得することもできます。

開始する前に

n Single Sign On サービスは vCenter Server にインストールする必要があります。

n Single Sign On サーバの時間と vShield Manager の時間が同期するよう、NTP サーバを指定する必要がありま
す。『vShield インストールおよびアップグレード ガイド』 の vShield Manager の設定を参照してください。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。
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2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [全般] タブが開かれていることを確認します。

4 [Lookup Service] の横にある [編集] をクリックします。

5 Lookup Service が実行されるホストの名前または IP アドレスを入力します。

6 必要に応じてポート番号を変更します。

Lookup Service の URL は、指定されたホストおよびポートに基づいて表示されます。

7 SSO ユーザー名とパスワードを入力します。

これにより vShield Manager は、それ自体を Security Token Service サーバで登録できます。

8 [OK] をクリックします。

次に進む前に

SSO ユーザーにロールを割り当てます。

ユーザー権限の管理

vShield Manager ユーザー インターフェイス内では、ユーザーのロールによって、指定されたリソースに対してユーザー
が実行できるアクションが定義されます。指定されたリソースに対してユーザーが許可されるアクティビティがそのユー

ザーのロールによって決まるため、該当する操作を完了するために必要な機能にのみユーザーがアクセスを許可されるこ

とが保証されます。これにより、特定のリソースに対するドメイン コントロールが可能になります。また、権限に制限が
ない場合は、システム全体のコントロールが可能になります。

次のルールが適用されます。

n 1 名のユーザーには 1 つのロールのみ割り当てることができます。

n ユーザーにロールを追加したり、ユーザーに割り当てられたロールを削除したりすることはできません。ただし、

ユーザーに対するロールの割り当てを変更することはできます。

表 4‑1.  vShield Manager のユーザー ロール

権限 権限

Enterprise Administrator vShield の操作およびセキュリティ。

vShield Administrator vShield の操作のみ。たとえば、仮想アプライアンスのインストール、ポート グループの構成など
が可能です。

Security Administrator vShield のセキュリティのみ。たとえば、データ セキュリティ ポリシーの定義、ポート グループ
の作成、vShield モジュール用のレポート作成などが可能です。

Auditor 読み取り専用。

ロールのスコープによって、そのユーザーが表示できるリソースが決まります。vShield ユーザーに設定できるスコープ
は次のとおりです。

表 4‑2.  vShield Manager のユーザー スコープ

スコープ 説明

制限なし vShield システム全体へのアクセス

アクセスのスコープを選択したポー

ト グループに限定
指定されたデータセンターまたはポート グループへのアクセス

Enterprise Administrator ロールと vShield Administrator ロールは vCenter ユーザーにのみ割り当てることができ、
それらのアクセス スコープはグローバル（制限なし）になります。
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デフォルト ユーザー アカウントの管理
vShield Manager ユーザー インターフェイスには、すべてのリソースへのアクセス権限が付与されたローカル ユーザー
アカウントがあります。このユーザーの権限を編集したり、削除したりすることはできません。デフォルトのユーザー名

は admin、デフォルトのパスワードは default です。

vShield Manager に初めてログインするときに、このアカウントのパスワードを変更します。「ユーザー アカウントの編
集 (P. 35)」を参照してください。

ユーザー アカウントの追加
vShield のローカル ユーザーを新しく作成するか、vCenter ユーザーにロールを割り当てることができます。

新しいローカル ユーザーの作成
1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Users] タブをクリックします。

3 [Add] をクリックします。

Assign Role ウィンドウが開きます。

4 [Create a new user local to vShield] をクリックします。

5 [Email] アドレスを入力します。

6 [Login ID] を入力します。

このユーザー名は、vShield Manager ユーザー インターフェイスにログインする際に使用します。このユーザー名
とパスワードは vShield App や vShield Manager CLI にアクセスするときには使えません。

7 ユーザー識別用に、このユーザーの [Full Name] を入力します。

8 ログイン用の [Password] を入力します。

9 [Retype Password] フィールドにパスワードを再入力します。

10 [Next] をクリックします。

11 このユーザーのロールを選択し、 [Next] をクリックします。使用可能なロールの詳細については、「ユーザー権限の
管理 (P. 32)」 を参照してください。

12 このユーザーのスコープを選択し、 [Finish] をクリックします。

作成したユーザー アカウントが Users テーブルに表示されます。

vCenter ユーザーにロールを割り当てる
SSO ユーザーにロールを割り当てると、vCenter はその SSO サーバで構成されている ID サービスを使用してユーザー
を認証します。SSO サーバが構成されていないか使用不可の場合、ユーザーは vCenter の構成に基づいてローカルに、
または Active Directory によって認証されます。

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Users] タブをクリックします。

3 [Add] をクリックします。

Assign Role ウィンドウが開きます。

4 [Select vCenter user] をクリックします。
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5 vCenter の [User] 名を入力します。

注意   vCenter ユーザーがドメインからのユーザー（SSO ユーザーなど）の場合は、完全修飾 Windows ドメイン
パスを入力する必要があります。これにより、SSO デフォルト ユーザー （管理者） とともにデフォルトの vShield
Manager ユーザー（管理者）が vShield Manager にログインできます。このユーザー名は vShield Manager ユー
ザー インターフェイスへのログイン用のもので、vShield App や vShield Manager CLI へのアクセスには使用で
きません。

6 [Next] をクリックします。

7 このユーザーのロールを選択し、 [Next] をクリックします。使用可能なロールの詳細については、「ユーザー権限の
管理 (P. 32)」 を参照してください。

8 このユーザーのスコープを選択し、 [Finish] をクリックします。

作成したユーザー アカウントが Users テーブルに表示されます。

グループ ベースのロール割り当てについて
組織は、ユーザーを適切に管理するためにユーザー グループを作成します。Single Sign On（SSO）との統合後、vShield
Manager はユーザーが属するグループの詳細情報を取得できます。同じグループに属する可能性がある個々のユーザー
にロールを割り当てる代わりに、vShield Manager はグループにロールを割り当てます。以下に、vShield Manager が
ロールを割り当てる方法について理解するのに役立つシナリオをいくつか示します。

例: シナリオ 1

グループ オプション 値

名前 G1

割り当てられたロール Auditor（読み取り専用）

リソース グローバル ルート

ユーザー オプション 値

名前 John

属するグループ G1

割り当てられたロール なし

John は、Auditor ロールが割り当てられているグループ G1 に属しています。John は、グループ ロールとリソース権
限を継承します。

例: シナリオ 2

グループ オプション 値

名前 G1

割り当てられたロール Auditor（読み取り専用）

リソース グローバル ルート

グループ オプション 値

名前 G2

割り当てられたロール Security Administrator （読み取りと書き込み）

リソース Datacenter1
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ユーザー オプション 値

名前 Joseph

属するグループ G1、G2

割り当てられたロール なし

Joseph はグループ G1 と G2 に属しており、Auditor ロールと Security Administrator ロールの権利と権限の組み合わ
せを継承します。たとえば、John には次の権限があります。

n Datacenter1 の読み取り、書き込み（Security Administrator ロール）

n グローバル ルートの読み取り専用（Auditor）

例: シナリオ 3

グループ オプション 値

名前 G1

割り当てられたロール Enterprise Administrator

リソース グローバル ルート

ユーザー オプション 値

名前 Bob

属するグループ G1

割り当てられたロール Security Administrator（読み取りと書き込み）

リソース Datacenter1

Bob には Security Administrator ロールが割り当てられているため、グループ ロールの権限を継承しません。Bob には
次の権限があります。

n Datacenter1 とその子リソースの読み取り、書き込み（Security Administrator ロール）

n Datacenter1 での Enterprise Administrator ロール

ユーザー アカウントの編集
ユーザー アカウントを編集して、ロールまたはスコープを変更することができます。admin アカウントは編集できません。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Users] タブをクリックします。

3 編集するユーザーを選択します。

4 [Edit] をクリックします。

5 必要な変更を実行します。

6 [Finish] をクリックして、変更内容を保存します。

ユーザー ロールの変更
admin ユーザーを除くすべてのユーザーについて、ロールの割り当てを変更できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。
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2 [Users] タブをクリックします。

3 ロールを変更するユーザーを選択します。

4 [Change Role] をクリックします。

5 必要な変更を実行します。

6 [Finish] をクリックして、変更内容を保存します。

ユーザー アカウントの無効化または有効化
ユーザー アカウントを無効化して、そのユーザーが vShield Manager にログインできないようにすることができます。
admin ユーザーは無効化できません。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Users] タブをクリックします。

3 ユーザー アカウントを選択します。

4 次のいずれかの操作を行います。

n [Actions] - [Disable selected user(s)] をクリックして、ユーザー アカウントを無効化します。

n [Actions] - [Enable selected user(s)] をクリックして、ユーザー アカウントを有効化します。

ユーザー アカウントの削除
作成したユーザー アカウントは削除できます。admin アカウントは削除できません。削除されたユーザーに対する監査
レコードは、データベースに保持され、監査ログ レポートで参照できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Users] タブをクリックします。

3 削除するユーザーを選択します。

4 [Delete] をクリックします。

5 [OK] をクリックして削除を確定します。

vCenter のユーザー アカウントを削除する場合、vShield Manager 用のロール割り当てだけが削除されます。
vCenter に対するユーザー アカウントは削除されません。
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システム ソフトウェアのアップデート 5
vShield のソフトウェアはシステムのパフォーマンスを保つため定期的なアップデートが必要です。 [Updates] タブ オ
プションを使用すると、システム アップデートをインストールして追跡することができます。

n 現在のシステム ソフトウェアの表示 (P. 37)

現在インストールされている vShield コンポーネント ソフトウェアのバージョンの確認、またはアップデートが進
行中かどうかの確認をすることができます。

n アップデートのアップロード (P. 37)

vShield アップデートはオフライン アップデートとしても利用可能です。 アップデートが可能になると、アップ
デートを PC にダウンロードして、vShield Manager ユーザー インターフェイスを使用してアップデートをアッ
プロードできます。

現在のシステム ソフトウェアの表示
現在インストールされている vShield コンポーネント ソフトウェアのバージョンの確認、またはアップデートが進行中か
どうかの確認をすることができます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Updates] タブをクリックします。

3 [Update Status] をクリックします。

アップデートのアップロード

vShield アップデートはオフライン アップデートとしても利用可能です。 アップデートが可能になると、アップデートを
PC にダウンロードして、vShield Manager ユーザー インターフェイスを使用してアップデートをアップロードできます。

アップデートがアップロードされる際には、まず vShield Manager がアップデートされ、その後で、vShield Zones ま
たは vShield App のインスタンスがアップデートされます。 vShield Manager または vShield Zones/vShield App の
再起動が必要な場合は、 [Update Status] 画面にコンポーネントの再起動を求めるメッセージが表示されます。 vShield
Manager とすべての vShield Zones/vShield App インスタンスの両方を再起動する必要がある場合は、まず vShield
Manager を再起動し、その後で vShield Zones または vShield App を再起動します。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Updates] タブをクリックします。

3 [Upload Upgrade Bundle] をクリックします。

4 [Browse] をクリックして、アップデートを探します。
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5 ファイルを見つけたら、 [Upload File] をクリックします。

6 [Update Status] をクリックし、 [Install] をクリックします。

7 [Confirm Install] をクリックして、アップデートのインストールを確定します。

この画面には 2 つのテーブルが表示されます。 インストール中に、上部のテーブルには現在のアップデートの説明、
開始時刻、成功かどうかの状態、およびプロセスの状態が表示されます。 下のテーブルでは各 vShield App のアッ
プデート ステータスが表示されます。 最後の vShield App のステータスが [Finished] と表示されると、すべての
vShield App のアップデートが完了します。

8 vShield Manager を再起動した後で、 [Update Status] タブをクリックします。

9 プロンプトが表示されたら、 [Reboot Manager] をクリックします。

10 [Finish Install] をクリックしてシステムのアップデートを完了します。

11 [Confirm] をクリックします。
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vShield Manager データのバックアップ 6
vShield Manager データをバックアップおよびリストアできます。そのデータには、システム構成、イベント、および
監査ログのテーブルも含まれます。構成テーブルは、すべてのバックアップに含まれます。しかし、システムおよび監査

ログのイベントは除外できます。バックアップは、vShield Manager がアクセスできるリモートの場所に保存されます。

バックアップは、スケジュールに従って実行することも、またはオンデマンドで実行することもできます。

n vShield Manager データのオン デマンド バックアップ (P. 39)

オンデマンド バックアップを実行すると、いつでも vShield Manager のデータをバックアップできます。

n vShield Manager データ バックアップのスケジュール設定 (P. 40)

一度にスケジュール設定できるのは、1 種類のバックアップに対するパラメータだけです。構成のみのバックアッ
プをスケジュールすることはできません。完全なデータ バックアップの同時実行をスケジュールすることもできま
せん。

n バックアップのリストア (P. 41)

バックアップは、新しくデプロイした vShield Manager アプライアンスでのみリストアできます。

vShield Manager データのオン デマンド バックアップ
オンデマンド バックアップを実行すると、いつでも vShield Manager のデータをバックアップできます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [Backups] をクリックします。

4 (オプション) システム イベント テーブルをバックアップしない場合は、 [Exclude System Events] チェック ボッ
クスをオンにします。

5 (オプション) 監査ログ テーブルをバックアップしない場合は、 [Exclude Audit Logs] チェック ボックスをオンにし
ます。

6 バックアップの保存先であるシステムの [Host IP Address] を入力します。

7 バックアップ システムの [Host Name] を入力します。

8 バックアップ システムにログインするために必要な [User Name] を入力します。

9 [Password] フィールドに、バックアップ システムにログインするユーザー名に対応するパスワードを入力します。

10 [Backup Directory] フィールドに、バックアップの保存先の絶対パスを入力します。
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11 [Filename Prefix] にテキスト文字列を入力します。

このテキストがバックアップ ファイル名の前に追加され、バックアップ システムで容易に認識されるようになりま
す。 例えば ppdb と入力すると、バックアップファイル名は ppdbHH_MM_SS_DayDDMonYYYY となります。

12 [Pass Phrase] を入力してバックアップ ファイルを保護します。

13 [Transfer Protocol] ドロップダウン メニューで、 [SFTP] または [FTP] を選択します。

14 [Backup] をクリックします。

完了すると、バックアップはこのフォームの下のテーブルに表示されます。

15 [Save Settings] をクリックして構成を保存します。

vShield Manager データ バックアップのスケジュール設定
一度にスケジュール設定できるのは、1 種類のバックアップに対するパラメータだけです。構成のみのバックアップをス
ケジュールすることはできません。完全なデータ バックアップの同時実行をスケジュールすることもできません。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Configuration] タブをクリックします。

3 [Backups] をクリックします。

4 [[Scheduled Backups]] ドロップダウン メニューで、 [On] を選択します。

5 [[Backup Frequency]] ドロップダウン メニューで、 [[Hourly]] 、 [[Daily]] 、または [Weekly] を選択します。

[[Day of Week]] 、 [[Hour of Day]] 、および [[Minute]] ドロップダウン メニューは、選択された頻度に基づいて
無効になります。たとえば、 [[Daily]] を選択すると、 [Day of Week] ドロップダウン メニューは日次バックアップ
には適用されないため、無効になります。

6 (オプション) システム イベント テーブルをバックアップしない場合は、 [Exclude System Events] チェック ボッ
クスをオンにします。

7 (オプション) 監査ログ テーブルをバックアップしない場合は、 [Exclude Audit Log] チェック ボックスをオンにし
ます。

8 バックアップの保存先であるシステムの [Host IP Address] を入力します。

9 (オプション) バックアップ システムの [Host Name] を入力します。

10 バックアップ システムにログインするために必要な [User Name] を入力します。

11 [Password] フィールドに、バックアップ システムにログインするユーザー名に対応するパスワードを入力します。

12 [Backup Directory] フィールドに、バックアップの保存先の絶対パスを入力します。

13 [Filename Prefix] にテキスト文字列を入力します。

このテキストがそれぞれのバックアップ ファイル名の前に追加され、バックアップ システムで容易に認識されるよ
うになります。例えば ppdb と入力すると、バックアップファイル名は ppdbHH_MM_SS_DayDDMonYYYY となりま
す。

14 送信先でサポートされるプロトコルに応じて、 [Transfer Protocol] ドロップダウン メニューから [SFTP] または
[FTP] を選択します。

15 [Save Settings] をクリックします。
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バックアップのリストア

バックアップは、新しくデプロイした vShield Manager アプライアンスでのみリストアできます。

使用可能なバックアップをリストアするには、 [Backups] 画面の [Host IP Address] 、 [User Name] 、 [Password] 、
および [Backup Directory] の各フィールドに、リストアするバックアップの場所を識別する値が入力されている必要が
あります。バックアップ ファイルにシステム イベントと監査ログ データが含まれている場合、そのデータもリストアさ
れます。

重要   バックアップ ファイルをリストアする前に、現在のデータをバックアップしてください。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [構成] タブをクリックします。

3 [Backups] をクリックします。

4 [View Backups] をクリックし、バックアップ サーバに保存されているすべてのバックアップを見ます。

5 リストアするバックアップのチェック ボックスをオンにします。

6 [Restore] をクリックします。

7 [OK] をクリックして確認します。

第 6 章 vShield Manager データのバックアップ
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システム イベントと監査ログ 7
システム イベントは vShield のオペレーションに関連したイベントのことです。これらのイベントの作成により vShield
App の再起動や vShield App と vShield Manager 間の通信切断など、すべてのオペレーション上のイベントの詳細が
記録されます。イベントは基本操作 (Informational) に関連するものと、クリティカル エラー (Critical) に関連するもの
があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n システム イベントのレポートの表示 (P. 43)

n vShield Manager の仮想アプライアンスのイベント (P. 43)

n vShield App イベント (P. 44)

n Syslog の形式について (P. 45)

n 監査ログの表示 (P. 45)

システム イベントのレポートの表示
vShield Manager はシステム イベントをレポートに集計します。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [System Events] タブをクリックします。

3 イベントを並べ替えるには、適切な列ヘッダーの横の  または  をクリックします。

vShield Manager の仮想アプライアンスのイベント

次のイベントは、vShield Manager 仮想アプライアンスに固有のイベントです。

表 7‑1.  vShield Manager の仮想アプライアンスのイベント

 パワーオフ パワーオン インターフェイスのダウン インターフェイスの起動

ローカル CLI show log follow コ
マンドを実行

show log follow コ
マンドを実行

show log follow コ
マンドを実行

show log follow コ
マンドを実行

GUI NA NA NA NA
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表 7‑2.  vShield Manager の仮想アプライアンスのイベント

 CPU メモリ ストレージ

ローカル CLI show process monitor コマ
ンドを実行します。

show system memory コマンド
を実行します。

show filesystem コマンドを実
行します。

GUI NA NA NA

vShield App イベント

次のイベントは、vShield App 仮想アプライアンスに固有のイベントです。

表 7‑3.  vShield App イベント

 パワーオフ パワーオン インターフェイスのダウン インターフェイスの起動

ローカル CLI show log
follow コマンドを
実行

show log
follow コマンドを
実行

show log follow コマンド
を実行

show log follow コマンドを
実行

Sｙｓ log NA 「Syslog の形式につ
いて (P. 45)」を参
照してください。

e1000:mgmt:e1000_watc
hdog_task:NIC Link is
Up/Down 100 Mbps Full
Duplex.Syslog サーバ上でスク
リプトを実行する情報については、

NIC Link is で検索してくだ
さい。

e1000:mgmt:e1000_watch
dog_task:NIC Link is
Up/Down 100 Mbps Full
Duplex.Syslog サーバ上でスクリ
プトを実行する情報については、

NIC Link is で検索してくださ
い。

GUI システム イベント ロ
グ内の 「Heartbeat
failure」 イベント。
「システム イベントの
レポートの表

示 (P. 43)」を参照し
てください。

「vShield App の現
在のシステム ステー
タスの表示 (P. 146)」
を参照してください。

「vShield App の現在のシステム
ステータスの表示 (P. 146)」を参
照してください。

「vShield App の現在のシステム ス
テータスの表示 (P. 146)」を参照し
てください。

表 7‑4.  vShield Appアプライアンス ステータス イベント

 CPU メモリ ストレージ

DoS、アクティビティの停止または
データのタイムアウトによるセッ

ションのリセット

ローカル CLI show process
monitor コマンドを実
行します。

show system
memory コマンドを実行
します。

show filesystem
コマンドを実行します。

show log follow コマンドを
実行

Sｙｓ log NA NA 「Syslog の形式について (P. 45)」
を参照してください。

GUI 1 vShield Manager
インベントリ パネル
から、vShield App
がインストールされ

ているホストを選択

します。

2 [Service Virtual
Machines] で、
vShield App 仮想マ

シンの横の  をク
リックします。

1 vShield Manager
インベントリ パネル
から、vShield App
がインストールされ

ているホストを選択

します。

2 [Service Virtual
Machines] で、
vShield App 仮想マ

シンの横にある  を
クリックします。

1 vShield Manager
インベントリ パネル
から、vShield App
がインストールされ

ているホストを選択

します。

2 [Service Virtual
Machines] で、
vShield App 仮想マ

シンの横にある  を
クリックします。

1 vShield Manager インベント
リ パネルから、vShield App
がインストールされているホス

トを選択します。

2 [Service Virtual Machines]
で、vShield App 仮想マシン

の横にある  をクリックしま
す。
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Syslog の形式について
SPOCK が同じですか?

システム イベントのメッセージは、次の構造で syslog に記録されます。

syslog ヘッダー (タイムスタンプ + ホスト名 + sysmgr/) タイムスタンプ (サービスから) 名前/値のペア 名前と値を区切る区切

り文字は '::'(ダブル コロン) 名前/値のペアを区切る区切り文字は ';;' (ダブル セミコロン) 

システム イベントのフィールドおよびタイプには、次の情報が含まれます。

イベント ID ::32 ビットの unsigned integer 型のタイムスタンプ ::32 ビットの unsigned integer 型のアプリケーショ

ン名 ::string 型のアプリケーション サブモジュール ::string 型のアプリケーション プロファイル ::string 型のイベント コー
ド ::整数 (あり得る値： 10007 10016 10043 20019) 重要度 ::文字列 (あり得る値： INFORMATION LOW MEDIUM 
HIGH CRITICAL) メッセージ :: 

監査ログの表示

[Audit Logs] タブには、すべての vShield Manager ユーザーによって実行されたアクションが表示されます。vShield
Manager は監査ログのデータを 1 年間保持し、その後、データは破棄されます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Audit Logs] タブをクリックします。

3 監査ログの詳細を表示するには、 [Operation] 列のテキストをクリックします。監査ログに関する詳細情報がある
場合は、そのログの [Operation] 列のテキストがクリック可能になります。

4 [Audit Log Change Details] で、 [Changed Rows] を選択し、操作が実行された後に値が変更されたプロパティ
のみが表示されるようにします。

第 7 章 システム イベントと監査ログ
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VXLAN 仮想ワイヤ管理 8
大規模なクラウド展開環境では、仮想ネットワーク内のアプリケーションを論理的に分離しなければならない場合があり

ます。たとえば、3 階層アプリケーションには、仮想マシン間でネットワークが論理的に分離されている必要がある複数
の仮想マシンが存在することがあります。VLAN （12 ビット VLAN ID による 4096 の LAN セグメント） などの従来の
ネットワーク分離技術では、そのような導入環境に十分な数のセグメントを提供できない可能性があります。また、VLAN
ベースのネットワークは物理的ファブリックにバインドされており、モビリティが制約されます。

vShield VXLAN 仮想ワイヤは、拡張性に優れたフラット レイヤー 2 ネットワーク セグメントです。この機能では、任意
の使用可能なクラスタにアプリケーションをデプロイし、広い範囲に渡って仮想マシンを移動させることができるため、

ネットワークの機動性を高めることができます。基盤となる Virtual eXtensible LAN （または VXLAN） では、24 ビッ
トの LAN セグメント ID を定義することにより、クラウド展開規模でセグメント化を実現します。VXLAN の仮想ワイヤ
を使用すると、異なるサブネットの繰り返し可能ポッドによってクラウド展開を拡大させることができます。仮想マシン

をクラスタの境界を越えて配置することにより、物理的に再配線しなくてもネットワーク リソースを最大限に利用できま
す。このように、VXLAN 仮想ワイヤによってアプリケーション レベルで分離することができます。

図 8‑1.  VXLAN 仮想ワイヤの概要

VM VM VM

仮想ネットワーク

仮想ワイヤ

VM VM

VXLAN
Distributed 

Switch

VXLAN 仮想ワイヤを作成するには、Security Administrator である必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n VXLAN 仮想ワイヤを作成するネットワークの準備 (P. 48)

n VXLAN 仮想ワイヤの作成 (P. 49)

n 仮想マシンから VXLAN 仮想ワイヤへの接続 (P. 51)

n VXLAN 仮想ワイヤ接続のテスト (P. 52)
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n VXLAN 仮想ワイヤの Flow Monitoring データの表示 (P. 53)

n VXLAN 仮想ワイヤのファイアウォール ルールの操作 (P. 53)

n VXLAN 仮想ワイヤでのなりすましの防止 (P. 54)

n ネットワーク スコープの編集 (P. 54)

n VXLAN 仮想ワイヤの編集 (P. 55)

n VXLAN 仮想ワイヤの作成シナリオのサンプル (P. 56)

VXLAN 仮想ワイヤを作成するネットワークの準備
転送 VLAN を指定し、IP マルチキャストを有効にすることにより、VXLAN 仮想ワイヤを作成するネットワークを準備す
る必要があります。ここでの準備手順は一度だけ実行する必要があり、実行後には複数の VXLAN 仮想ワイヤを作成でき
ます。

開始する前に

次のチェックリストの項目すべてを確認し、ネットワークで VXLAN 仮想ワイヤを作成する準備を行ってください。

n 次のソフトウェア バージョンがあることを確認します。

n VMware vCenter Server 5.1 以降

n 各サーバにおいて VMware ESX 5.1 以降

n vSphere Distributed Switch 5.1 以降

n 物理インフラストラクチャの MTU を仮想マシン vNIC の MTU より最低でも 50 バイト大きくする

n ネットワーク管理者とセグメント ID プールからマルチキャスト アドレス範囲を取得する

n vCenter Server の [ランタイム設定] で各 vCenter Server の管理対象 IP アドレスを設定する。詳細については、
『vCenter Server およびホスト管理』 を参照

n VXLAN 転送 VLAN で DHCP が利用可能なことを確認する

n Link Aggregation Control Protocol（LACP）の場合は、5-tuple ハッシュ分散を有効にする

クラスタと分散スイッチの関連付け

仮想化ネットワークに参加させる各クラスタは、vDS にマップする必要があります。クラスタをスイッチにマップする
と、そのクラスタ内の各ホストが VXLAN 仮想ワイヤで使用可能になります。

開始する前に

同じネットワーク スコープ内では、一貫性のあるスイッチ タイプ （ベンダーなど） とバージョンを使用することをお勧
めします。スイッチ タイプに一貫性がないと、VXLAN 仮想ワイヤで定義されていない動作が実行される可能性があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [準備] タブが開かれていることを確認します。

5 [接続] で [編集] をクリックします。

[VXLAN ネットワークのインフラストラクチャの準備] ダイアログ ボックスが表示されます。

6 仮想ネットワークに参加させるクラスタを選択します。

vShield 管理ガイド
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7 選択したクラスタごとに、VXLAN 転送で使用する VLAN を入力します。

VXLAN VLAN の VLAN ID の取得方法については、vSphere Networking のドキュメントを参照してください。

8 [Next] をクリックします。

9 [転送属性の指定] に、仮想分散スイッチごとの最大転送ユニット （MTU） を入力します。MTU は、それ以上小さ
なパケットに分割しなくても 1 つのパケットで伝送することができる最大データ量です。VXLAN のトラフィック フ
レームのサイズはカプセル化のために若干大きくなっているため、各スイッチの MTU は 1550 以上に設定する必要
があります。

10 [終了] をクリックします。

これで、コンピューティング リソースがプールされ、オンデマンドで VXLAN 仮想ワイヤを作成する準備ができました。

vShield Manager へのセグメント ID プールとマルチキャスト アドレス範囲の割り当て
セグメント ID を指定してネットワーク トラフィックを分離するとともに、マルチキャスト アドレス範囲を指定してネッ
トワーク全体にトラフィックが拡散するようにし、1 つのマルチキャスト アドレスが過負荷に陥るのを防ぐ必要がありま
す。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [準備] タブが開かれていることを確認します。

5 [セグメント ID] タブをクリックします。

6 [Edit] をクリックします。

[設定の編集] ダイアログ ボックスが開きます。

7 セグメント ID の範囲を入力します。たとえば、5000-5200 と指定します。

8 アドレス範囲を入力します。たとえば、224.1.1.50-224.1.1.60 と指定します。

9 [OK] をクリックします。

VXLAN 仮想ワイヤの作成
開始する前に

VXLAN 仮想ワイヤ用にネットワークの準備ができている。

ネットワーク スコープの追加
ネットワーク スコープは、仮想ネットワークによってスパニングされたコンピューティング範囲で、複数の VXLAN 仮想
ワイヤを含むことがあります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク スコープ] タブをクリックします。

第 8 章 VXLAN 仮想ワイヤ管理
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5 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[ネットワーク スコープの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

6 ネットワーク スコープの名前を入力します。

7 ネットワーク スコープの説明を入力します。

8 ネットワーク スコープに追加するクラスタを選択します。

9 [OK] をクリックします。

VXLAN 仮想ワイヤの追加
VXLAN ファブリックの準備ができたら、VXLAN 仮想ワイヤを追加できます。VXLAN 仮想ワイヤは、必要なネットワー
クの抽象化を行い、仮想マシンの vNIC が外部との接続で VXLAN 仮想ワイヤを常に使用できるようにします。

開始する前に

1 VXLAN 仮想ワイヤ用にネットワークの準備ができている。

2 ネットワーク スコープが追加されている。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 [追加] アイコンをクリックします。

6 VXLAN 仮想ワイヤの名前を入力します。

7 VXLAN 仮想ワイヤの説明を入力します。

8 仮想ネットワークを作成するネットワーク スコープを選択します。[スコープ詳細] パネルに、選択したネットワーク
スコープの一部になっているクラスタと、そのスコープでデプロイ可能なサービスが表示されます。

9 [OK] をクリックします。

次に進む前に

[名前] 列で VXLAN 仮想ワイヤをクリックして、その仮想ワイヤの詳細を表示します。

VXLAN 仮想ワイヤから vShield Edge への接続
VSLAN 仮想ワイヤを vShield Edge インターフェイスに接続することにより、VXLAN 仮想ワイヤを分離し、ネットワー
ク エッジ セキュリティを提供します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 vShield Edge に接続する VXLAN 仮想ワイヤを選択します。

6
[その他のアクション] （ ） アイコンをクリックし、 [エッジに接続] を選択します。
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7 VXLAN 仮想ワイヤを接続する vShield Edge を選択します。

8 [選択] をクリックします。

9 [選択したエッジへのリダイレクト] ダイアログ ボックスで、 [続行] をクリックします。

10 [エッジ インターフェイスの編集] ダイアログ ボックスで、vShield Edge インターフェイスの名前を入力します。

11 [内部] または [アップリンク] を選択して、内部とアップリンクのどちらのインターフェイスなのかを指定します。

VXLAN 仮想ワイヤは、一般に内部インターフェイスに接続します。

12 VXLAN 仮想ワイヤ名が [接続先] 領域に表示されます。

13 インターフェイスの接続ステータスを選択します。

14 VXLAN 仮想ワイヤを接続する vShield Edge で [手動 HA 構成] が選択されている場合は、CIDR 形式で 2 つの管理
IP アドレスを指定します。

15 必要に応じてデフォルトの MTU を編集します。

16 [OK] をクリックします。

VXLAN 仮想ワイヤでのサービスのデプロイ
サード パーティのサービスを VXLAN 仮想ワイヤ上にデプロイできます。

開始する前に

vShield Manager へのサービスの追加の詳細については、「ネットワーク サービスの挿入 (P. 139)」 を参照してください。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 [名前] 列で、サービスをデプロイする仮想ワイヤをクリックします。

6 [利用可能なサービス] パネルで、 [サービスを有効にする] をクリックします。

7 [このネットワークにサービス プロファイルを適用] ダイアログ ボックスで、適用するサービスとサービス プロファ
イルを選択します。

8 [Apply] をクリックします。

仮想マシンから VXLAN 仮想ワイヤへの接続
仮想マシンを VXLAN 仮想ワイヤへ接続することができます。これにより、お使いの vCenter インベントリ内の仮想ワイ
ヤに属するポート グループを識別しやすくなります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 [名前] 列で、編集する VXLAN 仮想ワイヤをクリックします。

6 [仮想マシン] タブをクリックします。
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7 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

8
［VNic をこのネットワークへ接続］ ダイアログ ボックスで、［検索］ フィールドに仮想マシンの名前を入力し、
をクリックします。

仮想マシンのすべての VNic が表示されます。

9 接続する VNic を選択します。

10 [次へ] をクリックします。

11 選択した VNic を確認します。

12 [終了] をクリックします。

VXLAN 仮想ワイヤ接続のテスト
VXLAN 仮想ワイヤで ping またはブロードキャスト テストを実行し、VXLAN での接続と物理インフラストラクチャの
配線を確認できます。

ping テストの実行
ユニキャスト パケットを送信する前に、送信元ホストから送信先ホストに ping できます。

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 [名前] 列で、テストする VXLAN 仮想ワイヤをクリックします。

6 [ホスト] タブをクリックします。

7 ホストを選択します。

8
[その他のアクション] （ ）アイコンをクリックし、 [接続のテスト] を選択します。

[ネットワークのホスト間の接続テスト] ダイアログ ボックスが開きます。ステップ 7 で選択したホストが [ソース ホ
スト] フィールドに表示されます。 [参照] を選択して別のソース ホストを選択します。

9 テスト パケットのサイズを選択します。

VXLAN の標準サイズは、断片化なしで 1550 バイト (物理インフラストラクチャの MTU に一致) です。これにより
vShield は、接続をチェックし、VXLAN トラフィック用にインフラストラクチャが準備されていることを検証でき
ます。

最小パッケージ サイズは断片化に対応できます。したがって、vShield は接続のみをチェックすることができ、イン
フラストラクチャが大きなフレーム サイズに対応できるかどうかはチェックできません。

10 [ターゲット] パネルで、 [ホストの参照] をクリックします。

11 [ホストの選択] ダイアログ ボックスで、ターゲット ホストを選択します。

12 [選択] をクリックします。

13 [テストの開始] をクリックします。

ホスト間の ping テストの結果が表示されます。
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ブロードキャスト テストの実行
ブロードキャスト テストを実行して MAC アドレスを解決できます。1 台のホストが同じネットワーク セグメントの他の
すべてのデバイスにブロードキャスト メッセージを送信します。

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 [名前] 列で、テストする仮想ワイヤをクリックします。

6 [ホスト] タブをクリックします。

7 ホストを選択します。

8
[その他のアクション] （ ）アイコンをクリックし、 [接続のテスト] を選択します。

9 [ネットワークのホスト間の接続テスト] ダイアログ ボックスで、 [ブロードキャスト] をクリックします。

ステップ 7 で選択したホストが [ソース ホスト] フィールドに表示されます。 [参照] を選択して別のソース ホストを
選択します。

10 テスト パケットのサイズを選択します。

VXLAN の標準サイズは、断片化なしで 1550 バイト (物理インフラストラクチャの MTU に一致) です。これにより
vShield は、接続をチェックし、VXLAN トラフィック用にインフラストラクチャが準備されていることを検証でき
ます。

最小パッケージ サイズは断片化に対応できます。したがって、vShield はインフラストラクチャの接続をチェックす
ることができますが、インフラストラクチャが大きなフレーム サイズに対応できるかどうかはチェックできません。

11 [テストの開始] をクリックします。

ブロードキャスト テストの結果が表示されます。

VXLAN 仮想ワイヤの Flow Monitoring データの表示
Flow Monitoring は vShield App を通過する VXLAN 仮想ワイヤ上のトラフィックの詳細情報を提供する、トラフィッ
ク解析ツールです。Flow Monitoring の出力では、どのマシンが、どのアプリケーションを使用してデータを交換して
いるかが定義されます。このデータにはセッション数、パケット、セッションごとの転送バイト数などが含まれます。セッ

ションの詳細には、使用されているセッション、アプリケーション、およびポートのソース、ターゲット、方向などの情

報が含まれます。セッションの詳細は、ファイアウォールの許可またはブロック ルールの作成で使用できます。

Flow Monitoring は要注意サービスや発信データの科学捜査として利用できます。Flow Monitoring データは 2 週間表
示できます。

Flow Monitoring データは、VXLAN 仮想ワイヤ クラスタのホストに vShield App がインストールされている場合にの
み表示できます。

詳細については、第 12 章「vShield App の Flow Monitoring (P. 149)」を参照してください。

VXLAN 仮想ワイヤのファイアウォール ルールの操作
vShield App は、アクセス ポリシーを適用することにより、VXLAN 仮想ワイヤをファイアウォールで保護します。

詳細については、第 13 章「vShield App Firewall の管理 (P. 155)」を参照してください。
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VXLAN 仮想ワイヤでのなりすましの防止
vCenter Server と同期した後、vShield Manager は各仮想マシン上の VMware Toolsからすべての vCenter ゲスト仮
想マシンの IP アドレスを収集します。vShield は、仮想マシン上の VMware Tools によって提供される IP アドレスのす
べてを信頼するとは限りません。仮想マシンのセキュリティが侵害された場合は、IP アドレスをなりすまして、悪意のあ
るデータ転送がファイアウォール ポリシーを通り抜ける可能性があります。

SpoofGuard では VMware Tools から送られた IP アドレスを認証し、なりすましを防ぐために必要に応じて変更するこ
とができます。SpoofGuard は本質的に VMX ファイルと vSphere SDK から集められた仮想マシンの MAC アドレスを
信用します。App Firewall ルールと別個に運用することにより、SpoofGuard を使用して、なりすましと判断されたト
ラフィックをブロックすることができるのです。

詳細については、「SpoofGuard の使用 (P. 162)」を参照してください。

ネットワーク スコープの編集
ネットワーク スコープを編集、拡張、または接続することができます。

ネットワーク スコープの表示および編集
選択したネットワーク スコープの VXLAN 仮想ワイヤ、そのネットワーク スコープ内のクラスタ、およびそのスコープ
で使用可能なサービスを表示できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク スコープ] タブをクリックします。

選択したデータセンターのすべてのネットワーク スコープが表示されます。

5 [名前] 列で、ネットワーク スコープをクリックします。

[サマリ] タブには、次の情報が表示されます。変更する対象のセクションで [編集] をクリックします。

n [プロパティ] セクションには、ネットワーク スコープの名前と説明、およびそのネットワーク スコープに基づ
く VXLAN 仮想ワイヤの数が表示されます。

n [ネットワーク スコープ] セクションには、ネットワーク スコープ内のクラスタと、仮想化ネットワークに対応
する準備ができているかどうか (すなわち、クラスタが vDS にマップされているかどうか) が表示されます。

n [使用可能なサービス] セクションには、そのネットワーク スコープで使用可能なサービスが表示されます。

ネットワーク スコープの展開
クラスタをネットワーク スコープに追加できます。これによってすべての既存 VXLAN 仮想ワイヤが拡張され、新規追加
されたクラスタで使用可能になります。

開始する前に

ネットワーク スコープに追加するクラスタが準備されている。「VXLAN 仮想ワイヤを作成するネットワークの準
備 (P. 48)」を参照してください。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
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3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク スコープ] タブをクリックします。

選択したデータセンターのすべてのネットワーク スコープが表示されます。

5 [名前] 列で、ネットワーク スコープをクリックします。

6 [スコープ詳細] で、 [拡張] をクリックします。

[ネットワーク スコープへのクラスタの追加 (拡張)] ダイアログ ボックスが開きます。

7 ネットワーク スコープに追加するクラスタを選択します。

8 [OK] をクリックします。

ネットワーク スコープの収縮
クラスタをネットワーク スコープから削除できます。既存の VXLAN 仮想ワイヤを圧縮し、収縮されたスコープに対応す
ることができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク スコープ] タブをクリックします。

選択したデータセンターのすべてのネットワーク スコープが表示されます。

5 [名前] 列で、ネットワーク スコープをクリックします。

6 [スコープの詳細] で [収縮] をクリックします。

[ネットワーク スコープからのクラスタの削除 （収縮）] ダイアログ ボックスが開きます。

7 ネットワーク スコープから削除するクラスタを選択します。

8 [OK] をクリックします。

VXLAN 仮想ワイヤの編集
VXLAN 仮想ワイヤの名前と説明を編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 [名前] 列で、編集する VXLAN 仮想ワイヤをクリックします。

6 [編集] をクリックします。

7 必要な変更を行います。

8 [OK] をクリックします。
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VXLAN 仮想ワイヤの作成シナリオのサンプル
このシナリオでは、ACME Enterprise という会社のデータセンター ACME_Datacenter に、2 つのクラスタに属するい
くつかの ESX ホストが存在する状況を示します。エンジニアリング部門 (ポート グループ PG - エンジニアリング) と財務
部門 (ポート グループ PG - 財務) は Cluster1 に属しています。マーケティング部門 (PG - マーケティング) は Cluster2
に属しています。クラスタは両方とも、1 つの vCenter Server 5.1 によって管理されています。

図 8‑2.  VXLAN 仮想ワイヤを実装する前の ACME Enterprise のネットワーク
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ACME では、Cluster2 の使用率が低いのに対し、Cluster1 の計算領域は使い果たそうとしています。ACME のネット
ワーク管理者は、管理者 John (ACME の仮想化管理者) に対して、両方のクラスタのエンジニアリングに属する仮想マシ
ンが相互に通信可能な方法でエンジニアリング部門を Cluster2 に拡張する方法を見つけ出すよう依頼します。これによ
り ACME は、ACME の L2 レイヤーを拡張することによって両方のクラスタの計算能力を活用することができます。

管理者 John がこの処理を従来の方法で行った場合には、特殊な方法で別々の VLAN に接続することによって、2 つのク
ラスタが同じ L2 ドメインに含まれるようにする必要があります。この場合、ACME には新しい物理デバイスを購入して
トラフィックを分離することが求められ、VLAN スプロール、ネットワーク ループ、および運用管理上のオーバーヘッド
などの問題が発生する可能性があります。

管理者 John は、VMworld 2011 で見た VXLAN 仮想ワイヤのデモを思い出し、vShield 5.1 リリースの評価を行うこと
にします。John は、dvSwitch1 と dvSwitch2 にわたる VXLAN 仮想ワイヤを構築することによって ACME の L2 レイ
ヤーを拡張できると結論します。
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図 8‑3.  ACME Enterprise は VXLAN 仮想ワイヤを実装する

PG - 

エンジニアリング
 

 
PG - 
財務

物理スイッチ

Cluster 1

vDS1

VM VM VM

物理スイッチ

vDS2

VM

PG - 

マーケティング

Cluster 2 

仮想ワイヤは複数の VLAN/サブネットにわたって拡張
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管理者 John が 2 つのクラスタにわたる VXLAN 仮想ワイヤを構築した後は、複数の VDS にわたって vMotion 仮想マシ
ンを作成できます。

図 8‑4.  VXLAN 仮想ワイヤ上の vMotion
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管理者 John が ACME Enterprise で VXLAN 仮想ワイヤを構築するときのステップを見てみましょう。
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管理者 John によるクラスタと分散スイッチの関連付け
管理者 John は、仮想化ネットワークに参加させる各クラスタを vDS にマップする必要があります。クラスタをスイッチ
にマップすると、そのクラスタ内の各ホストが VXLAN 仮想ワイヤで使用可能になります。

開始する前に

1 管理者 John は、ACME の vShield Manager 管理者からセグメント ID プール (4097 ～ 5010) を、また ACME の
ネットワーク管理者からマルチキャスト アドレス範囲 (224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 ) を取得します。

2 管理者 John は、vCenter Server の管理 IP アドレスを設定します。

a 選択 [管理] - [vCenter Server 設定] - [ランタイム設定] を選択します。

b [vCenter Server 管理 IP] に 10.115.198.165 と入力します。

c [OK] をクリックします。

3 管理者 John は、VXLAN 転送 VLAN で DHCP サーバを使用可能にします。

4 管理者 John は、dvSwitch1 と dvSwitch2 が必ず同じベンダー製の同じバージョンになるようにします。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから [ACME_Datacenter] を選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [準備] タブが開かれていることを確認します。

5 [接続] で [編集] をクリックします。

6 [VXLAN ネットワークのインフラストラクチャの準備] ダイアログ ボックスで、[Cluster1] を選択して VXLAN 仮想
ワイヤに参加させます。

7 ACME VXLAN 転送 VLAN として使用する dvSwitch1 に対して 10 と入力します。

8 [次へ] をクリックします。

9 [転送属性の指定] で、dvSwitch1 の最大転送ユニット (MTU) を 1600 のままにします。

MTU は、それ以上小さなパケットに分割しなくても 1 つのパケットで伝送することができる最大データ量です。管
理者 John は、VXLAN の仮想ワイヤのトラフィック フレームのサイズがカプセル化のために若干大きくなってお
り、そのため各スイッチの MTU を 1550 以上に設定する必要があることを認識しています。

10 ステップ 5 からステップ 7 を繰り返し、[Cluster2] を選択して VXLAN 仮想ワイヤに参加させます。

11 [転送属性の指定] で、dvSwitch2 に対して 20 と入力します。

12 dvSwitch2 の最大転送ユニット (MTU) を 1600 のままにします。

13 [終了] をクリックします。

管理者 John が Cluster1 と Cluster2 を適切なスイッチにマップした後、それらのクラスタのホストが VXLAN 仮想ワイ
ヤ用に準備されます。

1 VXLAN カーネル モジュールと vmknic が Cluster1 と Cluster2 の各ホストに追加されます。

2 VXLAN 仮想ワイヤに関連付けられている vDS 上に特別な dvPortGroup が作成され、vmknic がそのグループに接
続されます。
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管理者 John による vShield Manager へのセグメント ID プールとマルチキャスト アドレス
範囲の割り当て

管理者 John は、受信したセグメント ID プールを指定して Company ABC のネットワーク トラフィックを分離すると
ともに、マルチキャスト アドレス範囲を指定してネットワーク全体にトラフィックが拡散するようにし、1 つのマルチ
キャスト アドレスが過負荷に陥るのを防ぐ必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから [ABC_Datacenter] を選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [準備] タブが開かれていることを確認します。

5 [セグメント ID] タブをクリックします。

6 [編集] をクリックします。

[設定の編集] ダイアログ ボックスが開きます。

7 [セグメント ID プール] に 500-510 と入力します。

8 [マルチキャスト アドレス] に 224.1.1.50-224.1.1.60 と入力します。

9 [OK] をクリックします。

管理者 John によるネットワーク スコープの追加
VXLAN 仮想ワイヤをバッキングする物理ネットワークは、ネットワーク スコープと呼ばれます。ネットワーク スコープ
は、仮想ネットワークによってスパニングされたコンピューティング範囲です。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから [ABC_Datacenter] を選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク スコープ] タブをクリックします。

5 [追加] （ ）アイコンをクリックします。

[ネットワーク スコープの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

6 [名前] に [ACME スコープ] と入力します。

7 [説明] に [ACME のクラスタを含むスコープ] と入力します。

8 ネットワーク スコープに追加する Cluster1 と Cluster2 を選択します。

9 [OK] をクリックします。

管理者 John による VXLAN 仮想ワイヤの追加
管理者 John は、VXLAN 仮想ワイヤ ファブリックを構成した後、VXLAN 仮想ワイヤを追加できます。VXLAN 仮想ワイ
ヤは、必要なネットワークの抽象化を行い、VXLAN 仮想ワイヤの vNIC が外部との接続で VXLAN 仮想ワイヤを常に使
用できるようにします。

開始する前に

1 VXLAN 仮想ワイヤ用に ACME のネットワークの準備ができている。
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2 管理者 John がネットワーク スコープを追加した。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから [ABC_Datacenter] を選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [ネットワーク] タブをクリックします。

5 [追加] アイコンをクリックします。

6 [名前] に ACME virtual wire と入力します。

7 [説明] に Virtual wire for extending ACME Engineering network to Cluster2 と入力します。

8 [ネットワーク スコープ] で、[ACME スコープ] を選択します。

9 [スコープ詳細] の内容を確認します。

10 [OK] をクリックします。

vShield は、dvSwitch1 と dvSwitch2 の間の (VXLAN 経由の) L2 接続を可能にする VXLAN 仮想ワイヤを作成し
ます。

次に進む前に

これで管理者 John は、ACME の本番仮想マシンを VXLAN 仮想ワイヤに接続し、その VXLAN 仮想ワイヤを vShield
Edge に接続できます。
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vShield Edge の管理 9
vShield Edge は、ポート グループ、vDS ポート グループ、または Cisco® Nexus 1000V 内の仮想マシンを分離するた
めの、ネットワーク エッジ セキュリティとゲートウェイ サービスを提供します。 vShield は分離されたスタブ ネット
ワークを、DHCP、VPN、NAT とロード バランシングを用いて共有された（アップリンクの）ネットワークへ接続しま
す。 よくある vShield Edge の導入には、vShield Edge が Virtual Datacenters (VDCs) のためにペリメータ セキュリ
ティを提供する、DMZ、VPN エクストラネット、そしてマルチ テナントのクラウド環境などが含まれます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vShield Edge のステータスの表示 (P. 62)

n vShield Edge 設定の構成 (P. 62)

n アプライアンスの管理 (P. 62)

n インターフェイスの操作 (P. 64)

n 証明書の操作 (P. 67)

n vShield Edge ファイアウォールの管理 (P. 70)

n NAT ルールの管理 (P. 75)

n 固定ルートの操作 (P. 77)

n DHCP サービスの管理 (P. 78)

n VPN サービスの管理 (P. 80)

n ロード バランサー サービスの管理 (P. 128)

n 高可用性について (P. 133)

n DNS サーバの構成 (P. 134)

n リモート Syslog サーバの構成 (P. 135)

n CLI 認証情報の変更 (P. 135)

n ラージまたは X ラージへの vShield Edge のアップグレード (P. 136)

n vShield Edge のテクニカル サポート ログのダウンロード (P. 136)

n vShield Edge と vShield Manager の同期 (P. 137)

n vShield Edge の再デプロイ (P. 137)
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vShield Edge のステータスの表示
ステータス ページには、選択した vShield Edge のインターフェイスを流れるトラフィックのグラフと、ファイアウォー
ル サービスとロード バランサー サービスの接続統計が表示されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 ステータスを確認する vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ステータス] タブをクリックします。

vShield Edge 設定の構成
［設定］ ページには、選択した vShield Edge の詳細情報が表示されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 [構成] タブをクリックします。

6 [設定] リンクをクリックします。

vShield Edge の詳細、vShield Edge に構成されたサービス、HA および DNS 構成が表示されます。

次に進む前に

[変更] をクリックし、希望の構成を変更します。.

アプライアンスの管理

アプライアンスは、追加、編集、または削除できます。vShield Edge インスタンスは、少なくとも 1 つのアプライアン
スが追加されるまで、オフラインのままになります。

アプライアンスの追加

vShield Edge をデプロイする前に、少なくとも 1 つのアプライアンスを追加する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 [構成] タブをクリックします。

6 [設定] リンクをクリックします。
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7 [エッジ アプライアンス] で、 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

8 [エッジ アプライアンスの追加] ダイアログ ボックスで、アプライアンスのクラスタまたはリソース プール、および
データストアを選択します。

9 (オプション) アプライアンスを追加するホストを選択します。

10 (オプション) アプライアンスを追加する vCenter フォルダを選択します。

11 [Add] をクリックします。

アプライアンスの変更

vShield Edge アプライアンスを変更できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 [構成] タブをクリックします。

6 [設定] リンクをクリックします。

7 [エッジ アプライアンス] で、変更するアプライアンスを選択します。

8 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

9 [エッジ アプライアンスの編集] ダイアログ ボックスで、必要な変更を行います。

10 [保存] をクリックします。

アプライアンスの削除

vShield Edge アプライアンスを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 [構成] タブをクリックします。

6 [設定] リンクをクリックします。

7 [エッジ アプライアンス] で、削除するアプライアンスを選択します。

8 [削除] （ ） アイコンをクリックします。
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インターフェイスの操作

データセンターで vShield Edge をインストールし、最大 10 個の内部インターフェイスまたはアップリンク インター
フェイスを追加できます。vShield Edge をデプロイできるようにするには、内部インターフェイスが少なくとも 1 つ必
要です。

インターフェイスの追加

vShield Edge インスタンスには、最大で 10 個の内部およびアップリング インターフェイスを追加できます。HA を有
効にするには、内部インターフェイスを少なくとも 1 つ追加する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge をダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [インターフェイス] リンクをクリックします。

8 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

9 [エッジ インターフェイスの追加] ダイアログ ボックスで、インターフェイスの名前を入力します。

10 [内部] または [アップリンク] を選択して、内部と外部のどちらのインターフェイスなのかを指定します。

11 このインターフェイスを接続するポート グループ VXLAN 仮想ワイヤを選択します。

a [接続先] フィールドの横の [選択] をクリックします。

b インターフェイスに接続する内容に応じて、 [仮想ワイヤ] 、 [標準ポート グループ] 、または [分散ポート グ
ループ] タブをクリックします。

c 該当する仮想ワイヤまたはポート グループを選択します。

d [選択] をクリックします。

12 インターフェイスの接続ステータスを選択します。

13 [サブネットの構成] で、 [追加] （ ） アイコンをクリックし、インターフェイスのサブネットを追加します。

1 つのインターフェイスには、重複しない複数のサブネットを設定できます。

14 [サブネットの追加] で、 [追加] （ ） アイコンをクリックし、IP アドレスを追加します。

複数の IP アドレスを入力した場合は、プライマリ IP アドレスを選択できます。インターフェイスには、1 つのプラ
イマリ IP アドレスと複数のセカンダリ IP アドレスを設定できます。vShield Edge は、ローカルで生成されたトラ
フィックの場合、プライマリ IP アドレスを送信元アドレスとみなします。

何からの機能構成で使用する前に、インターフェイスに IP アドレスを追加する必要があります。

15 インターフェイスのサブネット マスクを入力し、 [保存] をクリックします。

16 必要に応じてデフォルトの MTU を変更します。
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17 [オプション] で、必要なオプションを選択します。

オプション 説明

プロキシ ARP の有効化 異なるインターフェイス管での重複ネットワーク転送をサポートします。

ICMP リダイレクトの送信 ルーティング情報を各ホストに伝達します。

 

18 fence パラメータを入力し、 [追加] をクリックします。

19 手順 8 から 手順 18 を繰り返してインターフェイスを追加します。

インターフェイス設定の変更

インターフェイスの接続先となるポート グループや仮想ワイヤを変更し、インターフェイスの IP アドレスを更新するこ
とができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [Edge] タブをクリックします。

4 vShield Edge をダブルクリックします。

5 [構成] タブをクリックします。

6 [インターフェイス] をクリックします。

7 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

8 必要な変更を行います。

9 [保存] をクリックします。

インターフェイスの削除

vShield Edge インターフェイスを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge をダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [インターフェイス] リンクをクリックします。

8 削除するインターフェイスを選択します。

9 [削除] （ ） アイコンをクリックします
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インターフェイスの有効化

インターフェイス （ポート グループ または VXLAN 仮想ワイヤ） 内の仮想マシンを隔離するために、vShield Edge に
対してインターフェイスを有効化する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [インターフェイス] リンクをクリックします。

8 有効化するインターフェイスを選択します。

9 [有効化] （ ） アイコンをクリックします。

インターフェイスの無効化

インターフェイスを無効にすることができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [インターフェイス] リンクをクリックします。

8 無効にするインターフェイスを選択します。

9 [無効化] アイコンをクリックします。
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証明書の操作

vShield Edge は、自己署名証明書、認証局 (CA) によって署名された証明書、および CA によって生成および署名された
証明書をサポートします。

CA 署名証明書の構成
CSR を生成し、CA による署名を取得することができます。グローバル レベルで CSR を生成すると、お使いのインベン
トリ内のすべての vShield Edge でそれを利用できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

オプション 説明

グローバル証明書を生成する a vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリック
します。

b [SSL 証明書] タブをクリックします。

vShield Edge 用の証明書を生成する a インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
b [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
c [エッジ] リンクをクリックします。
d vShield Edge をダブルクリックします。
e [構成] タブをクリックします。
f [証明書] リンクをクリックします。
g [アクション] をクリックし、 [CSR の生成] を選択します。

 

2 組織のユニットおよび名前を入力します。

3 組織の国、都道府県、市町村名などを入力します。

4 ホスト間の通信のための暗号化アルゴリズムを選択します。

SSL VPN-Plus がサポートしているのは、RSA 証明書のみです。

5 必要に応じてデフォルトのキー サイズを編集します。

6 グローバル証明書の場合、証明書の説明を入力します。

7 [全般] （グローバル レベル） または [OK] （vShield Edge レベル） をクリックします。

CSR が生成され、証明書のリストに表示されます。

8 オンライン証明書機関にこの CSR に署名してもらいます。

9 署名付き証明書をインポートします。

オプション 説明

署名付き証明書をグローバル レベルでイン
ポートする

a vShield Manager ユーザー インターフェイスの ［SSL Certificates］ タブで、

[Import Signed Certificate] の横の  をクリックします。
b [Browse] をクリックし、CSR ファイルを選択します。
c 証明書タイプを選択します。

d [Apply] をクリックします。

vShield Edge 用の証明書を生成する a 署名付き証明書の内容をコピーします。

b [Certificates] タブで、 [Actions] をクリックし、 [Import Certificate] を選択
します。

c ［Import CSR］ ダイアログ ボックスで、署名付き証明書の内容を貼り付けます。
d [OK] をクリックします。

 
CA 署名証明書が証明書リストに表示されます。
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CA 証明書の追加

CA 証明書を追加することにより、会社の暫定 CA となることができます。その後、独自の証明書に署名する権限が得ら
れます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [証明書] リンクをクリックします。

8 [追加] （ ） アイコン をクリックし、 [CA 証明書] を選択します。

9 [証明書の内容] テキスト ボックスに証明書の内容をコピー アンド ペーストします。

10 CA 証明書の説明を入力します。

11 [OK] をクリックします。

これで、独自の証明書に署名できるようになります。

自己署名証明書の構成

自己署名したサーバ証明書の作成、インストールおよび管理が可能です。

開始する前に

独自の証明書の署名できるよう、CA 証明書を持っていることを確認してください。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge をダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [証明書] リンクをクリックします。

8 以下の手順に従い、CSR を生成します。

a [CSR の生成] （ ） アイコンをクリックします。

b [共通名] に vShield Manager の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 （FQDN） を入力します。

c 組織名およびユニットを入力してください。

d 組織の国、都道府県、市町村名などを入力します。

vShield 管理ガイド

68  VMware, Inc.



e ホスト間の通信のための暗号化アルゴリズムを選択します。

SSL VPN-Plus がサポートしているのは、RSA 証明書のみです。下位互換性を確保するため、RSA を選択する
ことをお勧めします。

f 必要に応じてデフォルトのキー サイズを編集します。

g 証明書の説明を入力します。

h [OK] をクリックします。

CSR が生成され、証明書のリストに表示されます。

9 生成した証明書が選択されていることを確認します。

10
[自己署名証明書] （ ） アイコンをクリックします。

11 自己署名証明書の有効日数を入力します。

12 [OK] をクリックします。

クライアント証明書の使用

CAI コマンドまたは REST 呼び出しを通じてクライアント証明書を作成できます。その後、この証明書をリモート ユー
ザーに配布し、リモート ユーザーが証明書を各自の Web ブラウザにインストールできます。

クライアント証明書の導入の主なメリットは、各リモート ユーザーに関する参照クライアント証明書を保存し、リモート
ユーザーが提示するクライアント証明書に照らして確認できるという点にあります。特定のユーザーからの今後の接続を

防ぐために、クライアント証明書のセキュリティ サーバのリストから参照証明書を削除することができます。証明書を削
除すると、そのユーザーからの接続が拒否されます。

証明書失効リストの追加

証明書失効リスト （CRL） は、Microsoft によって提供され署名されたサブスクライバとそのステータスのリストです。

リストには次の項目が含まれています。

n 失効した証明書と失効の理由

n 証明書の発行日

n 証明書を発行した機関

n 次のリリースの提案日

ある潜在的ユーザーがサーバへのアクセスを試みた場合、サーバは、その特定のユーザーに関する CRL エントリに基づい
てアクセスの許可または拒否を行います。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge をダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [証明書] リンクをクリックします。

8 [追加] （ ）アイコンをクリックし、 [証明書] を選択します。

9 リストをコピー アンド ペーストします。
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10 (オプション) 説明を入力します。

11 [OK] をクリックします。

vShield Edge ファイアウォールの管理
vShield Edge はセッションの送受信についてファイアウォール保護を提供します。デフォルトのファイアウォール ポリ
シーでは、すべての受信トラフィックがブロックされ、発信トラフィックが許可されています。

デフォルトのファイアウォール ポリシーに加えて、特定の送信元および送信先に対するトラフィック セッションを許可
またはブロックするルール セットを構成できます。デフォルトのファイアウォール ポリシーとファイアウォール ルール
のセットは、vShield Edge インスタンスごとに個別に管理できます。

vShield Edge ファイアウォール ルールの追加
vShield Edge インターフェイスまたは IP アドレス グループへ出入りするトラフィックに関する vShield Edge ファイア
ウォール ルールを追加できます。

複数の vShield Edge インターフェイスや IP アドレス グループをファイアウォール ルールのソースおよびターゲットと
して追加できます。

図 9‑1.  vShield Edge インターフェイスから HTTP サーバへ向かうトラフィックのためのファイアウォール ルール

図 9‑2.  vShield Edge のすべての内部インターフェイス （内部インターフェイスに接続されているポートグループ上の
サブネット） から HTTP サーバへ向かうトラフィックのためのファイアウォール ルール

注意   ソースとして [internal] を選択すると、追加の内部インターフェイスを構成するときにルールが自動的に更新され
ます。

図 9‑3.  内部ネットワーク内の m/c への SSH を許可するトラフィックのためのファイアウォール ルール

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
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4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ファイアウォール] タブをクリックします。

7 次のいずれかの操作を行います。

オプション 説明

ファイアウォール テーブル中の特定の場所
にルールを追加する

a ルールを選択します。

b
番号の列で、  をクリックし、 [上に追加] または [下に追加] を選択します。

選択したルールの下に新しい許可ルールが追加されます。ファイアウォール テーブル
にシステム定義のルールしかない場合は、新しいルールはデフォルトのルールの上に

追加されます。

ルールをコピーしてルールを追加する a ルールを選択します。

b
[コピー] （ ） アイコンをクリックします。

c ルールを選択します。

d
番号の列で、  をクリックし、 [上に貼り付け] または [下に貼り付け] を選択
します。

ファイアウォール テーブル中の任意の場所
にルールを追加する

a [追加] （ ） アイコンをクリックします。
選択したルールの下に新しい許可ルールが追加されます。ファイアウォール テーブル
にシステム定義のルールしかない場合は、新しいルールはデフォルトのルールの上に

追加されます。

 
新しいルールはデフォルトで有効になっています。

8 新しいルールの [名前] セルをポイントし、  をクリックします。

9 新しいルールの名前を入力します。
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10 新しいルールの [ソース] セルをポイントし、  をクリックします。

a [VnicGroup] または [IPAddresses] を選択します。

[VnicGroup] には、vShield Edge （ [vse] ）、 [内部] （すべての内部インターフェイスを示す）、 [外部] （す
べてのアップリンク インターフェイスを示す）、および vShield Edge のすべての内部および外部インターフェ
イスが表示されます。 [IPAddresses] には、すべての IP アドレス グループが表示されます。

b 1 つ以上のインターフェイスまたは IP アドレス グループを選択します。

[vse] を選択すると、ルールは vShield Edge によって生成されたトラフィックに適用されます。 [内部] または
[外部] を選択すると、ルールは、選択した vShield Edge インスタンス の内部またはアップリンク インターフェ
イスから流れるトラフィックに適用されます。ルールは、追加のインターフェイスの構成時に自動的に更新され

ます。

[IPAddresses] を選択すると、新しい IP アドレス グループを作成できます。新しいグループを作成すると、自
動的にソースの列に追加されます。IPAddress 作成の詳細については、「IP アドレス グループの作成 (P. 24)」
を参照してください。

[詳細オプション] の横の  をクリックすると、ソース ポートを指定できます。VMware は、リリース 5.1 移行
のソース ポートを指定しないことを推奨しています。そのかわり、プロトコルとポートの組み合わせについて
サービスを作成できます。「サービスの作成 (P. 21)」を参照してください。

c [OK] をクリックします。

11 新しいルールの [ターゲット] セルをポイントし、  をクリックします。

a [VnicGroup] または [IPAddresses] を選択します。

[VnicGroup] には、vShield Edge （ [vse] ）、 [内部] （すべての内部インターフェイスを示す）、 [外部] （す
べてのアップリンク インターフェイスを示す）、および vShield Edge のすべての内部およびアップリンク イ
ンターフェイスが表示されます。 [IPAddresses] には、すべての IP アドレス グループが表示されます。

b 1 つ以上のインターフェイスまたは IP アドレス グループを選択します。

[vse] を選択すると、ルールは vShield Edge によって生成されたトラフィックに適用されます。 [内部] または
[外部] を選択すると、ルールは、選択した vShield Edge インスタンス の内部またはアップリンク インターフェ
イスへ流れるトラフィックに適用されます。vShield Edge インスタンスにインターフェイスを追加すると、新
しいインターフェイスに対してルールが自動的に適用されます。

[IPAddresses] を選択すると、新しい IP アドレス グループを作成できます。新しいグループを作成すると、自
動的にターゲットの列に追加されます。IPAddress 作成の詳細については、「IP アドレス グループの作成 (P. 24)」
を参照してください。

c [OK] をクリックします。

12 新しいルールの [サービス] セルをポイントし、  をクリックします。

サービスを選択します。.新しいサービスを作成するには、 [新規] をクリックします。新しいサービスを作成すると、
自動的にサービスの列に追加されます。新規サービスの作成の詳細については、「サービスの作成 (P. 21)」 を参照し
てください。

注意   vShield Edge は、L3 プロトコルで定義されたサービスのみをサポートします。

13 新しいルールの [アクション] セルをポイントし、  をクリックします。

a [拒否] をクリックし、指定したソースおよびターゲットとの送受信トラフィックをブロックします。

b [ログ] をクリックし、このルールと一致するすべてのセッションのログを記録します。

ログを有効にするとパフォーマンスに影響が出る場合があります。

c 必要に応じてコメントを入力します。
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d [詳細オプション] の横の  をクリックします。

e 変換された IP アドレスおよび NAT ルールに関するサービスにルールを適用するには、 [一致] に [変換された
IP] を選択します。

f [ルール定義の有効化] をクリックし、 [着信] または [発信] を選択します。VMware は、ファイアウォール ルー
ルの方向を指定することはお勧めしていません。

g [OK] をクリックします。

14 [変更を発行] をクリックして、新しいルールを vShield Edge インスタンスに適用します。

次に進む前に

n  をクリックし、ルールを無効化するか、 [番号] 列のルール番号の横の  をクリックし、ルールを無効化します。

n

ルール テーブル内の追加の列を表示するには、  をクリックし、適切な列を選択します。

カラム名 表示される情報

ルール タグ 各ルールに対してシステムが生成した一意の ID

Log このルールのトラフィックがログ記録されるかどうか

統計
 をクリックすると、このルール （セッション数、トラフィック パケットおよびサイズ） の影響を受けるトラ

フィックが表示されます

コメント ルールのコメント

n 検索フィールドにテキストを入力し、ルールを検索します。

デフォルトのファイアウォール ルールの変更
デフォルトのファイアウォール設定は、どのユーザー定義ファイアウォール ルールにも一致しないトラフィックに適用さ
れます。デフォルトのファイアウォール ポリシーでは、すべての着信トラフィックがブロックされます。デフォルトのア
クション設定とログ設定を変更できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 変更するデフォルトのファイアウォール ポリシーの適用対象となる vShield Edge をダブルクリックします。

6 [ファイアウォール] タブをクリックします。

7 ファイアウォール テーブルで最後のルールになっている [既定のルール] を選択します。

8
新しいルールの [アクション] セルをポイントし、 をクリックします。

a [承諾] をクリックして、指定した送信元と送信先で送受信されるトラフィックを許可します。

b [ログ] をクリックし、このルールと一致するすべてのセッションのログを記録します。

ログを有効にするとパフォーマンスに影響が出る場合があります。

c 必要に応じてコメントを入力します。

d [OK] をクリックします。

9 [Publish Changes] をクリックします。
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vShield Edge ファイアウォール ルールの変更
ユーザー定義のファイアウォール ルールを変更できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [Edges] リンクをクリックします。

5 編集するルールの適用対象となる vShield Edge をダブルクリックします。

6 [ファイアウォール] タブをクリックします。

7 変更するルールを選択します。

注意   自動生成のルールやデフォルトのルールは変更できません。

8 必要な変更を行い、 [OK] をクリックします。

9 [Publish Changes] をクリックします。

vShield Edge ファイアウォール ルールの優先順位の変更
ユーザー定義のファイアウォール ルールの順序を変更し、vShield Edge を通過するトラフィックをカスタマイズできま
す。たとえば、ロード バランサーのトラフィックを許可するルールを設定しているとします。ここで、特定の IP アドレ
ス グループからのロード バランサーのトラフィックを拒否するルールを追加し、このルールを LB を許可するトラフィッ
ク ルールの上に置くことができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 ルールを編集する vShield Edge をダブルクリックします。

6 [ファイアウォール] タブをクリックします。

7 優先順位を変更するルールを選択します。

注意   自動生成されたルールまたはデフォルト ルールの優先順位は変更できません。

8
[上へ移動] （ ） または [下へ移動] （ ） アイコンをクリックします。

9 [OK] をクリックします。

10 [Publish Changes] をクリックします。

vShield Edge ファイアウォール ルールの削除
ユーザー定義のファイアウォール ルールを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。
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2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 ルールを削除する vShield Edge をダブルクリックします。

6 [ファイアウォール] タブをクリックします。

7 削除するルールを選択します。

注意   自動生成されたルールまたはデフォルト ルールは削除できません。

8 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

NAT ルールの管理
vShield Edge は、ネットワーク アドレス変換（NAT）サービスを提供して、パブリック アドレスをプライベート ネッ
トワーク内のコンピュータ（またはコンピューター グループ）に割り当てます。このテクノロジを使用すると、組織また
は企業が使用するパブリック IP アドレスの数が制限されます。この制限は、コスト上およびセキュリティ上の目的で課せ
られるものです。プライベートにアドレスされた仮想マシン上で稼働しているサービスにアクセスするには NAT ルール
を設定する必要があります。

NAT サービスの設定は、送信元 NAT (SNAT) ルールと送信先 NAT (DNAT) ルールに分けられます。

SNAT ルールの追加
ソース NAT （SNAT） ルールを作成して、送信トラフィック用にプライベート内部 IP アドレスをパブリック IP アドレ
スに変換します。

開始する前に

変換された （パブリック） IP アドレスを、ルールを追加する vShield Edge インターフェイスに追加しておく必要があ
ります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 ルールを追加する vShield Edge をダブルクリックします。

6 [NAT] タブをクリックします。

7 [追加] （ ） アイコンをクリックし、 [SNAT ルールの追加] を選択します。

8 ルールを追加するインターフェイスを選択します。

9 オリジナル ソース IP アドレスを次のいずれかのフォーマットで入力します。

フォーマット 例

IP アドレス 192.168.10.1

IP アドレス範囲 192.168.10.1-192.168.10.10

IP アドレス/サブネット 192.168.10.1/24

any
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10 変換された （パブリック） ソース IP アドレスを次のいずれかのフォーマットで入力します。

フォーマット 例

IP アドレス 192.168.10.1

IP アドレス範囲 192.168.10.1-192.168.10.10

IP アドレス/サブネット 192.168.10.1/24

any
 

11 [有効] をクリックしてルールを有効化します。

12 [ログの有効化] をクリックし、アドレス変換のログを記録します。

13 [追加] をクリックしてルールを保存します。

14 [Publish Changes] をクリックします。

DNAT ルールの追加
ターゲット （DNAT） ルールを作成して、パブリック IP アドレスをプライベート内部 IP アドレスにマッピングします。

開始する前に

オリジナル （パブリック） IP アドレスを、ルールを追加する vShield Edge インターフェイスに追加しておく必要があ
ります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 ルールを追加する vShield Edge をダブルクリックします。

6 [NAT] タブをクリックします。

7 [追加] （ ） アイコンをクリックし、 [DNAT ルールの追加] を選択します。

8 DNAT ルールを適用するインターフェイスを選択します。

9 オリジナル （パブリック） IP アドレスを次のいずれかのフォーマットで入力します。

フォーマット 例

IP アドレス 192.168.10.1

IP アドレス範囲 192.168.10.1-192.168.10.10

IP アドレス/サブネット 192.168.10.1/24

any
 

10 プロトコルを入力します。

11 オリジナルのポートまたはポート範囲を入力します。

フォーマット 例

ポート番号 80

ポート範囲 80-85

any
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12 変換された IP アドレスを次のいずれかのフォーマットで入力します。

フォーマット 例

IP アドレス 192.168.10.1

IP アドレス範囲 192.168.10.1-192.168.10.10

IP アドレス/サブネット 192.168.10.1/24

any
 

13 変換されたポートまたはポート範囲を入力します。

フォーマット 例

ポート番号 80

ポート範囲 80-85

any
 

14 [有効] をクリックしてルールを有効化します。

15 [ログの有効化] を選択し、アドレス変換のログを記録します。

16 [追加] をクリックしてルールを保存します。

固定ルートの操作

デフォルト ゲートウェイを設定し、追随するデータ パケットの固定ルートを追加できます。

デフォルト ゲートウェイの設定
固定ルートを追加する前に、vShield Edge アップリンク インターフェイスをデフォルト ゲートウェイとして割り当てる
必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge をダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [固定ルーティング] タブをクリックします。

8 [デフォルト ゲートウェイ] で、 [編集] をクリックします。

9 ターゲット ネットワークに向かって次のホップに到達するために経由することができるインターフェイスを選択し
ます。

10 必要に応じてゲートウェイ IP を編集します。

11 [保存] をクリックします。
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固定ルートの追加

データ パケットがたどる固定ルートを追加できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge をダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [固定ルーティング] タブをクリックします。

8 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

9 固定ルートを追加するインターフェイスを選択します。

10 CIDR の注釈の [ネットワーク] を入力します。

11 [Next Hop] の IP アドレスを入力します。

12 [MTU] では、必要に応じてデータ パケット転送の最大値を編集します。

MTU は、vShield Edge インターフェイスで設定された MTU を超えることはできません。

13 [Add] をクリックします。

14 [Publish Changes] をクリックします。

DHCP サービスの管理
vShield Edge は IP アドレスのプーリングと一対一の静的 IP アドレス割り当てをサポートします。静的 IP アドレス バイ
ンディングは vCenter の管理するオブジェクト ID と、リクエストするクライアントのインターフェイス ID を基にします。

vShield Edge DHCP サービスは以下のガイドラインを守ります：

n DHCP の発見には vShield Edge 内部インターフェイスをリスンします。

n vShield Edge 上の内部インターフェイスの IP アドレスを、すべてのクライアントのデフォルト ゲートウェイ アド
レスとして、またコンテナ ネットワークの内部インターフェイスのブロードキャストとサブネット マスクの値とし
て使います。

以下の状況では、クライアントの仮想マシン上の DHCP サービスを再起動する必要があります。

n DHCP プール、デフォルト ゲートウェイ、または DNS サーバを変更または削除した場合。

n vShield Edge インスタンスの内部 IP アドレスを変更した場合。

DHCP IP プールの追加
DHCP サーバには IP アドレスのプールが必要です。IP プールとは、ネットワーク内の連続した IP アドレスの範囲です。
アドレス バインディングを持たない vShield Edge によって保護されている仮想マシンには、このプールから IP アドレ
スが割り当てられます。IP プールの範囲は、互いに交わることはないため、1 つの IP アドレスは、必ず 1 つの IP プール
に属することになります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。
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2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 DHCP プールを追加する vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [DHCP] タブをクリックします。

7 DHCP プール パネルで、 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

8 プールを構成します。

オプション 操作

[DNS の自動構成] DHCP バインディングに DNS サービス構成を使用することを選択します。

[無期限リース] アドレスを仮想マシンの MAC アドレスに永久にバインドすることを選択します。こ
れを選択すると、 [リース時間] が無効になります。

[開始 IP] プールの開始 IP アドレスを入力します。

[終了 IP] プールの終了 IP アドレスを入力します。

[ドメイン名] DNS サーバのドメイン名を入力します。これは省略できます。

[プライマリ ネーム サーバ] [DNS の自動構成] を選択していない場合は、DNS サービスの [プライマリ ネーム サー
バ] を入力します。hostname-to-IP アドレス解決のために DNS サーバの IP アドレ
スを入力する必要があります。これは省略できます。

[セカンダリ ネーム サーバ] [DNS の自動構成] を選択していない場合は、DNS サービスの [セカンダリ ネーム サー
バ] を入力します。hostname-to-IP アドレス解決のために DNS サーバの IP アドレ
スを入力する必要があります。これは省略できます。

[Default Gateway] デフォルトのゲートウェイ アドレスを入力します。デフォルトのゲートウェイ IP ア
ドレスを指定しない場合は、vShield Edge インスタンスの内部インターフェイスが
デフォルト ゲートウェイとして取得されます。これは省略できます。

[リース時間] アドレスをクライアントにデフォルトの期間 （1 日） リースするか、秒数で値を指定
するかを選択します。 [無期限リース] を選択した場合は、リース時間を指定できませ
ん。これは省略できます。

 

9 [Add] をクリックします。

次に進む前に

DHCP サービスが有効であることを確認します。DHCP プール パネルの上の [DHCP サービス ステータス] は、[有効] に
設定されている必要があります。

DHCP 静的バインドの追加
仮想マシン上で動作しているサービスがあり、IP アドレスを変更したくない場合は、IP アドレスを仮想マシンの MAC ア
ドレスにバインドすることができます。バインドする IP アドレスは、IP プールと重複しないようにしてください。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 ルールを編集する vShield Edge をダブルクリックします。

6 [DHCP] タブをクリックします。

7 DHCP バインディング パネルで、 [追加] （ ） アイコンをクリックします。
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8 バインディングを構成します。

オプション 操作

[DNS の自動構成] DHCP バインディングに DNS サービス構成を使用することを選択します。

[無期限リース] アドレスを仮想マシンの MAC アドレスに永久にバインドすることを選択します。

[インターフェイス] バインドする vShield Edge インターフェイスを選択します。

[VM 名] バインドする仮想マシンを選択します。

[VM vNIC インデックス] IP アドレスにバインドする仮想マシンの NIC を選択します。

[ホスト名] DHCP クライアント仮想マシンのホスト名を入力します。

[IP アドレス] 選択した仮想マシンの MAC アドレスをバインドするアドレスを選択します。

[ドメイン名] DNS サーバのドメイン名を入力します。

[プライマリ ネーム サーバ] [DNS の自動構成] を選択していない場合は、DNS サービスの [プライマリ ネーム サー
バ] を入力します。hostname-to-IP アドレス解決のために DNS サーバの IP アドレ
スを入力する必要があります。

[セカンダリ ネーム サーバ] [DNS の自動構成] を選択していない場合は、DNS サービスの [セカンダリ ネーム サー
バ] を入力します。hostname-to-IP アドレス解決のために DNS サーバの IP アドレ
スを入力する必要があります。

[Default Gateway] デフォルトのゲートウェイ アドレスを入力します。デフォルトのゲートウェイ IP ア
ドレスを指定しない場合は、vShield Edge インスタンスの内部インターフェイスが
デフォルト ゲートウェイとして取得されます。

[リース時間] [無期限リース] を選択していない場合は、アドレスをクライアントにデフォルトの期
間 （1 日） リースするか、秒数で値を指定するかを選択します。

 

9 [Add] をクリックします。

10 [Publish Changes] をクリックします。

次に進む前に

DHCP サービスが有効であることを確認します。DHCP プール パネルの上の [DHCP サービス ステータス] は、[有効] に
設定されている必要があります。

VPN サービスの管理
vShield Edge モジュールは、vShield Edge インスタンスとリモート サイトの間のサイト間 IPSec VPN をサポートしま
す。 vShield Edge モジュールは、SSL VPN-Plus もサポートしており、これによりリモート ユーザーはプライベートの
企業アプリケーションにアクセスできます。

1 IPSec VPN の概要 (P. 80)

vShield Edge モジュールは vShield Edge インスタンスとリモート サイトとのサイト間 IPSec VPN をサポートし
ます。

2 SSL VPN-Plus の概要 (P. 96)

SSL VPN-Plus では、リモート ユーザーが vShield Edge ゲートウェイの背後にあるプライベート ネットワークへ
安全に接続できるようになります。 リモート ユーザーは、プライベート ネットワーク内のサーバやアプリケーショ
ンにアクセスできます。

IPSec VPN の概要
vShield Edge モジュールは vShield Edge インスタンスとリモート サイトとのサイト間 IPSec VPN をサポートします。

vShield Edge は、vShield Edge インスタンスとリモート VPN ルーターとの間での、証明書認証、プリシェアード キー
モード、IP ユニキャスト トラフィック、および非動的ルーティング プロトコルをサポートします。各リモート VPN ルー
ターの背後では、IPSec トンネル経由で vShield Edge の背後の内部ネットワークに接続するための複数のサブネットを
設定できます。vShield Edge の背後にあるこれらのサブネットと内部ネットワークはアドレス レンジがお互い重ならな
いようにします。
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NAT デバイスの背後に vShield Edge エージェントを配置できます。この配置では、NAT デバイスは vShield Edge イ
ンスタンスの VPN アドレスをインターネットに接するパブリックにアクセス可能なアドレスに変換します。リモート VPN
ルーターは vShield Edge インスタンスにアクセスするためにパブリック アドレスを使用します。

リモート VPN ルーターを NAT デバイスの背後に設置することもできます。トンネルをセットアップするには、VPN の
ネイティブ アドレスと VPN ゲートウェイ ID が必要です。両端では、VPN アドレスのために静的な一対一の NAT が要
求されます。

最大で 10 のサイトに 64 のトンネルを設定できます。

IPSec VPN サービスの構成

ローカル サブネットとピア サブネットとの間の vShield Edge トンネルを設定できます。

1 IPSec VPN パラメータの構成 (P. 81)

IPSec VPN サービスを提供するには、vShield Edge で少なくとも 1 つの外部 IP アドレスを構成する必要がありま
す。

2 IPSec VPN サービスの有効化 (P. 82)

ローカル サブネットからピア サブネットにトラフィックが流れるようにするには、IPSec VPN サービスを有効に
する必要があります。

IPSec VPN パラメータの構成

IPSec VPN サービスを提供するには、vShield Edge で少なくとも 1 つの外部 IP アドレスを構成する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

5 [VPN] タブをクリックします。

6 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

7 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

［IPSec VPN の追加］ ダイアログ ボックスが開きます。

8 IPSec VPN の名前を入力します。

9 vShield Edge インスタンスの IP アドレスを [ローカル ID] に入力します。これは、リモート サイトのピア ID とな
ります。

10 ローカル エンドポイントの IP アドレスを入力します。

プリシェアード キーを使用して IP トンネルに IP を追加する場合は、ローカル ID とローカル エンドポイント IP が
同じになる可能性があります。

11 CIDR フォーマットで、サイト間で共有するサブネットを入力します。複数のサブネットを入力するには、コンマ区
切りを使用します。

12 ピア サイトを一意に識別するためにピア ID を入力します。証明書認証を使用するピアの場合、この ID はピアの証
明書の共通名である必要があります。PSK ピアの場合、この ID には任意の文字列を指定できます。VMware では、
VPN のパブリック IP アドレス、または VPN サービスの FQDN をピア ID として使用することをお勧めしています。

13 ピア サイトの IP アドレスを ［ピア エンドポイント］ に入力します。ここを空白のままにしておくと、vShield Edge
はピア デバイスの接続リクエストまで待機します。
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14 ピア サブネットの内部 IP アドレスを CIDR フォーマットで入力します。複数のサブネットを入力するには、コンマ
区切りを使用します。

15 暗号化アルゴリズムを選択します。

16 ［認証方法］ で、次のいずれかを選択します。

オプション 説明

PSK (Pre Shared Key) このオプションを選択すると、vShield Edge とピア サイトが共有する秘密キーが認
証に使用されます。秘密キーは、最大長が 128 バイトの文字列です。

証明書 このオプションを選択すると、グローバル レベルで定義された証明書が認証に使用さ
れます。

 

17 匿名サイトが VPN サービスに接続する場合は、共有キーを入力します。

18 [共有キーの表示] をクリックし、ピア サイト上にキーを表示します。

19 ［Diffie-Hellman （DH） グループ］ で、ピア サイトと vShield Edge が安全でない通信チャンネル上で共有シー
クレットを確立できるようにする暗号化スキームを選択します。

20 必要に応じてデフォルトの MTU を編集します。

21 Perfect Forward Secrecy （PFS） しきい値を有効化するか無効化するかを選択します。IPsec ネゴシエーションで
は、PFS（Perfect Forward Secrecy）によって、新しい暗号化キーが前のキーのいずれとも関連付けられないよう
になります。

22 [OK] をクリックします。

vShield Edge で、ローカル サブネットからピア サブネットへのトンネルが作成されます。

次に進む前に

IPSec VPN サービスを有効化します。

IPSec VPN サービスの有効化

ローカル サブネットからピア サブネットにトラフィックが流れるようにするには、IPSec VPN サービスを有効にする必
要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

8 [IPSec VPN サービスのステータス] で、 [有効化] をクリックします。

次に進む前に

ローカル サブネットとピア サブネットの間のトラフィック フローをログに記録するには、 [ログの有効化] をクリックし
ます。

IPSec VPN サービスの編集

IPSec VPN サービスを編集できます。
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手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

8 編集する IPSec サービスを選択します。

9 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

[IPSec VPN の編集] ダイアログ ボックスが開きます。

10 適切に編集します。

11 [OK] をクリックします。

IPSec サービスの削除

IPSec サービスを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

8 削除する IPSec サービスを選択します。

9 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

選択した IPSec サービスが削除されます。

IPSec サービスの有効化

ローカルとピアのサブネット間でトラフィックが流れるようにするには、IPSec サービスを有効にする必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。
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7 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

8 有効にする IPSec サービスを選択します。

9 [有効化] ( ） アイコンをクリックします。

選択したサービスが有効になります。

IPSec サービスの無効化

IPSec サービスを無効にすることができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

8 無効にする IPSec サービスを選択します。

9
[無効] ( ） アイコンをクリックします。

選択したサービスが無効になります。

vShield Edge VPN 設定例

このシナリオには、vShield Edge と相手側の Cisco または WatchGuard VPN の間のポイント トゥ ポイント IPSEC VPN
接続の構成例が含まれています。

このシナリオでの vShield Edge は、内部ネットワーク 192.168.5.0/24 をインターネットに接続します。vShield Edge
インターフェイスは以下のように設定されています：

n アップリンク インターフェイス:10.115.199.103

n 内部インターフェイス:192.168.5.1

リモート ゲートウェイは、172.16.0.0/16 内部ネットワークをインターネットに接続します。vShield Edge インターフェ
イスは以下のように設定されています：

n アップリンク インターフェイス:10.24.120.90/24

n 内部インターフェイス:172.16.0.1/16

図 9‑4.  リモート VPN ゲートウェイに接続する vShield Edge

インターネット

192.168.5.1

192.168.5.0/24

10.115.199.103 10.24.120.90 172.16.0.1

172.15.0.0/16

vShield Edge

注意   vShield Edge から vShield Edge IPSEC へのトンネルでは、2 番目の vShield Edge をリモート ゲートウェイと
してセットアップすることにより、同じシナリオを使用できます。
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用語集

IPSec はオープン標準のフレームワークです。IPSEC VPN. のトラブルシューティングに使える vShield Edge やそのほ
かの VPN アプライアンスのログには、多くの専門述語があります。

以下に、目にする標準のいくつかを示します。

n ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) は、Security Associations (SA) とイ
ンターネット環境の暗号化のために RFC 2408 によって策定されたプロトコルです。ISAKMP は認証のためのフレー
ムワークとキー交換のみを提供し、独立したキー交換のためにデザインされています。

n Oakley はキー同意プロトコルの 1 つで、Diffie-Hellman キー交換アルゴリズムを使用することにより、安全でない
接続においても認証された機関同士でキー材料の交換ができるようになっています。

n IKE (Internet Key Exchange) は ISAKMP フレームワークと Oakley の組み合わせです。vShield Edge では IKEv2
を提供しています。

n Diffie-Hellman (DH) キー交換は、安全でない通信チャネル経由でも、お互い認識のない 2 つの機関が共同で共有秘
密キーを発行できる暗号プロトコルです。VSE は DH グループ 2 (1024 ビット) と グループ 5 (1536 ビット) をサ
ポートしています。

IKE フェーズ 1 と フェーズ 2

IKE は安全で認証された通信に用いられる標準的手法です。

フェーズ 1 のパラメータ

フェーズ 1 では手動でのピアの認証、暗号パラメータのネゴシエーション、セッションキーの生成をセットアップしま
す。vShield Edge で使用されるフェーズ 1 パラメータは：

n メイン モード

n TripleDES / AES 〔設定可〕

n SHA-1

n MODP グループ 2 (1024 ビット)

n プリシェアード シークレット [設定可]

n 28800 秒間 (8 時間) 有効、K バイト再キー化不可の SA

n ISAKMP アグレッシブ モードの無効化

フェーズ 2 のパラメータ

IKE フェーズ 2 では IPSec トンネルのためにキー材料を生成することにより IPSec トンネルをネゴシエーションします
(新しいキー交換を実行、または IKE フェーズ 1 キーのベースとしての使用による)。vShield Edge でサポートするフェー
ズ 2 パラメータは：

n TripleDES / AES [フェーズ 1 設定とマッチ]

n SHA-1

n ESP トンネル モード

n MODP グループ 2 (1024 ビット)

n 再キー化のための完全転送セクレシー

n 3600 秒間 (1 時間) 有効、K バイト再キー化不可の SA

n IPv4 サブネットを用いたすべての IP プロトコル、すべてのポート、2 ネットワーク間のセレクタ
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トランザクション モードのサンプル

vShield Edge はフェーズ 1 でメイン モードを、フェーズ 2 でクイック モードをサポートしています。

vShield Edge は PSK、3DES/AES128、sha1、DH Group 2/5 を必要とするポリシーを提示します。ピアはポリシーを
受け入れる必要があり、そうでない場合、ネゴシエーション フェーズは失敗します。

フェーズ 1：メイン モード トランザクション

この例では vShield Edge から Cisco デバイスに開始されたフェーズ 1 のネゴシエーションの交換を示しています。

メイン モード での vShield Edge と Cisco VPN デバイスとの間の一連のトランザクションを以下に示します。

1 vShield Edge から Cisco へ

n プロポーザル：encrypt 3des-cbc, sha, psk, group5(group2)

n DPD 有効

2 Cisco から vShield Edge へ

n Cisco の選択によるプロポーザルを含む

n Cisco デバイスがステップ 1 で vShield Edge が送信したパラメータを全く受け付けなかった場合、Cisco デ
バイスは NO_PROPOSAL_CHOSEN というフラグでメッセージを送信し、ネゴシエーションを終了します。

3 vShield Edge から Cisco へ

n DH キーとナンス

4 Cisco から vShield Edge へ

n DH キーとナンス

5 vShield Edge から Cisco へ (暗号化)

n ID (PSK) を含む

6 Cisco から vShield Edge へ (暗号化)

n ID (PSK) を含む

n Cisco デバイスが PSK がマッチしないと判断すると、Cisco デバイスは INVALID_ID_INFORMATION という
フラグでメッセージを送信し、フェーズ 1 は失敗します。

フェーズ 2：クイック モード トランザクション

クイック モード での vShield Edge と Ciｓｃ o VPN デバイスとの間の一連のトランザクションを以下に示します。

1 vShield Edge から Cisco へ

:vShield Edge はピアにフェーズ 2 ポリシーをプロポーズします。例：

Aug 26 12:16:09 weiqing-desktop pluto[5789]:"s1-c1" #2:initiating Quick Mode PSK
+ENCRYPT+TUNNEL+PFS+UP+IKEv2ALLOW {using isakmp#1 msgid:d20849ac 
proposal=3DES(3)_192-SHA1(2)_160 pfsgroup=OAKLEY_GROUP_MODP1024}

2 Cisco から vShield Edge へ

Cisco デバイスがこのプロポーザルに対しマッチするポリシーが見つけられない場合は、NO_PROPOSAL_CHOSEN
を送り返します。それ以外では、Cisco デバイスは選択されたパラメータのセットを送信します。

3 vShield Edge から Cisco へ

デバッグを行うには、vShield Edge の IPSec logging をオンにし、Cisco の暗号デバッグを有効にします (debug
crypto isakmp <level>)。
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IPSec VPN サービスの構成例

VPN パラメータを構成してから、IPSEC サービスを有効化する必要があります。

手順

1 vShield Edge VPN パラメータの構成例 (P. 87)

IPSec VPN サービスを提供するには、vShield Edge で少なくとも 1 つの外部 IP アドレスを構成する必要がありま
す。

2 IPSec VPN サービスの有効化例 (P. 88)

ローカル サブネットからピア サブネットにトラフィックが流れるようにするには、IPSec VPN サービスを有効に
する必要があります。

vShield Edge VPN パラメータの構成例

IPSec VPN サービスを提供するには、vShield Edge で少なくとも 1 つの外部 IP アドレスを構成する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

5 [VPN] タブをクリックします。

6 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

7 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

［IPSec VPN の追加］ ダイアログ ボックスが開きます。

8 IPSec VPN の名前を入力します。

9 vShield Edge インスタンスの IP アドレスを [ローカル ID] に入力します。これは、リモート サイトのピア ID とな
ります。

10 ローカル エンドポイントの IP アドレスを入力します。

プリシェアード キーを使用して IP トンネルに IP を追加する場合は、ローカル ID とローカル エンドポイント IP が
同じになる可能性があります。

11 CIDR フォーマットで、サイト間で共有するサブネットを入力します。複数のサブネットを入力するには、コンマ区
切りを使用します。

12 ピア サイトを一意に識別するためにピア ID を入力します。証明書認証を使用するピアの場合、この ID はピアの証
明書の共通名である必要があります。PSK ピアの場合、この ID には任意の文字列を指定できます。VMware では、
VPN のパブリック IP アドレス、または VPN サービスの FQDN をピア ID として使用することをお勧めしています。

13 ピア サイトの IP アドレスを ［ピア エンドポイント］ に入力します。ここを空白のままにしておくと、vShield Edge
はピア デバイスの接続リクエストまで待機します。

14 ピア サブネットの内部 IP アドレスを CIDR フォーマットで入力します。複数のサブネットを入力するには、コンマ
区切りを使用します。

15 暗号化アルゴリズムを選択します。
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16 ［認証方法］ で、次のいずれかを選択します。

オプション 説明

PSK (Pre Shared Key) このオプションを選択すると、vShield Edge とピア サイトが共有する秘密キーが認
証に使用されます。秘密キーは、最大長が 128 バイトの文字列です。

証明書 このオプションを選択すると、グローバル レベルで定義された証明書が認証に使用さ
れます。

 

17 匿名サイトが VPN サービスに接続する場合は、共有キーを入力します。

18 [共有キーの表示] をクリックし、ピア サイト上にキーを表示します。

19 ［Diffie-Hellman （DH） グループ］ で、ピア サイトと vShield Edge が安全でない通信チャンネル上で共有シー
クレットを確立できるようにする暗号化スキームを選択します。

20 必要に応じて MTU しきい値を変更します。

21 Perfect Forward Secrecy （PFS） しきい値を有効化するか無効化するかを選択します。IPsec ネゴシエーションで
は、PFS（Perfect Forward Secrecy）によって、新しい暗号化キーが前のキーのいずれとも関連付けられないよう
になります。

22 [OK] をクリックします。

vShield Edge で、ローカル サブネットからピア サブネットへのトンネルが作成されます。

次に進む前に

IPSec VPN サービスを有効化します。

IPSec VPN サービスの有効化例

ローカル サブネットからピア サブネットにトラフィックが流れるようにするには、IPSec VPN サービスを有効にする必
要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [Edge] タブをクリックします。

4 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

5 [VPN ] タブをクリックします。

6 IPSec VPN タブが開かれていることを確認します。

7 [IPSec VPN サービスのステータス] で、 [有効化] をクリックします。

次に進む前に

ローカル サブネットとピア サブネットの間のトラフィック フローをログに記録するには、 [ログの有効化] をクリックし
ます。

Cisco 2821 を統合したサービス ルーターの使用

ここでは、Cisco IOS を使用して実行された構成について説明します。

手順

1 インターフェイスと既定ルートの設定

interface GigabitEthernet0/0 ip address 10.24.120.90 255.255.252.0 duplex auto 
speed auto crypto map MYVPN ! interface GigabitEthernet0/1 ip address 172.16.0.1 
255.255.0.0 duplex auto speed auto ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.24.123.253
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2 IKE Policy の設定

Router# config term Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)# 
encryption 3des Router(config-isakmp)# group 2 Router(config-isakmp)# hash sha 
Router(config-isakmp)# lifetime 28800 Router(config-isakmp)# authentication pre-
share Router(config-isakmp)# exit

3 プリシェアード シークレットで各ピアをマッチする

Router# config term Router(config)# crypto isakmp key vshield address 
10.115.199.103 Router(config-isakmp)# exit

4 IPSEC Transform の定義

Router# config term Router(config)# crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-
sha-hmac Router(config-isakmp)# exit

5 IPSEC アクセス リストの作成

Router# config term Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z. 
Router(config)# access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.5.0 
0.0.0.255 Router(config)# exit

6 ポリシーのクリプト マップとの紐付けとラベル付け

以下の例では、クリプト マップが MYVPN としてラベル付けされています

Router# config term Router(config)# crypto map MYVPN 1 ipsec-isakmp % NOTE:This new 
crypto map will remain disabled until a peer and a valid access list have been 
configured.Router(config-crypto-map)# set transform-set myset Router(config-crypto-
map)# set pfs group1 Router(config-crypto-map)# set peer 10.115.199.103 
Router(config-crypto-map)# match address 101 Router(config-crypto-map)# exit

例: 設定例

router2821#show running-config output Building configuration...

Current configuration :1263 bytes ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname 
router2821 ! boot-start-marker boot-end-marker !! card type command needed for slot 0 ! 
card type command needed for slot 1 enable password cisco ! no aaa new-model ! resource 
policy ! ip subnet-zero ! ip cef !no ip dhcp use vrf connected !! no ip ips deny-action 
ips-interface ! crypto isakmp policy 1 encr 3des authentication pre-share group 2 
crypto isakmp key vshield address 10.115.199.103 ! crypto ipsec transform-set myset 
esp-3des esp-sha-hmac ! crypto map MYVPN 1 ipsec-isakmp set peer 10.115.199.103 set 
transform-set myset set pfs group1 match address 101 ! interface GigabitEthernet0/0 ip 
address 10.24.120.90 255.255.252.0 duplex auto speed auto crypto map MYVPN ! interface 
GigabitEthernet0/1 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 duplex auto speed auto ! ip 
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.24.123.253 ! ip http server no ip http secure-
server ! access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.5.0 0.0.0.255 ! 
control-plane ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password cisco login line vty 5 15 
password cisco login ! scheduler allocate 20000 1000 ! end

Cisco ASA 5510 の使用

以下の出力を使用して Cisco ASA 5510 を設定します。

ciscoasa# show running-config output :Saved :ASA Version 8.2(1)18 ! hostname ciscoasa 
enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted names ! 
interface Ethernet0/0 nameif untrusted security-level 100 ip address 10.24.120.90 
255.255.252.0 ! interface Ethernet0/1 nameif trusted security-level 90 ip address 
172.16.0.1 255.255.0.0 ! interface Ethernet0/2 shutdown no nameif no security-level no 
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ip address ! interface Ethernet0/3 shutdown no nameif no security-level no ip address ! 
interface Management0/0 shutdown no nameif no security-level no ip address ! boot 
system disk0:/asa821-18-k8.bin ftp mode passive access-list ACL1 extended permit ip 
172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.5.0 255.255.255.0 access-list ACL1 extended permit ip 
192.168.5.0 255.255.255.0 172.16.0.0 255.255.0.0 access-list 101 extended permit icmp 
any any pager lines 24 mtu untrusted 1500 mtu trusted 1500 no failover icmp unreachable 
rate-limit 1 burst-size 1 icmp permit any untrusted icmp permit any trusted no asdm 
history enable arp timeout 14400 access-group 101 in interface untrusted access-group 
101 out interface untrusted access-group 101 in interface trusted access-group 101 out 
interface trusted route untrusted 10.115.0.0 255.255.0.0 10.24.123.253 1 route 
untrusted 192.168.5.0 255.255.255.0 10.115.199.103 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 
1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 
0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 
0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout sip-provisional-media 
0:02:00 uauth 0:05:00 absolute timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00 dynamic-access-
policy-record DfltAccessPolicy no snmp-server location no snmp-server contact crypto 
ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec security-association 
lifetime seconds 28800 crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000 
crypto map MYVPN 1 match address ACL1 crypto map MYVPN 1 set pfs crypto map MYVPN 1 set 
peer 10.115.199.103 crypto map MYVPN 1 set transform-set MYSET crypto map MYVPN 
interface untrusted crypto isakmp enable untrusted crypto isakmp policy 1 
authentication pre-share encryption 3des hash sha group 2 lifetime 86400 telnet 
10.0.0.0 255.0.0.0 untrusted telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 no threat-
detection basic-threat no threat-detection statistics access-list no threat-detection 
statistics tcp-intercept username admin password f3UhLvUj1QsXsuK7 encrypted tunnel-
group 10.115.199.103 type ipsec-l2l tunnel-group 10.115.199.103 ipsec-attributes pre-
shared-key * !! prompt hostname context Cryptochecksum:
29c3cc49460831ff6c070671098085a9 :end

WatchGuard Firebox X500 の構成

WatchGuard Firebox X500をリモート ゲートウェイとして構成できます。

注意   正確な手順については、お使いの WatchGuard Firebox ドキュメンテーションを参照してください。

手順

1 Firebox System Manager で、 [Tools] - [Policy Manager] を選択します。

2 Policy Manager で、 [Network] - [Configuration] を選択します。

3 インターフェイスを設定し、 [OK] をクリックします。

4 (オプション) [Network] - [Routes] を選択して、デフォルト ルートを設定します。

5 [Network] - [Branch Office VPN] - [Manual IPSec] を選択して、リモート ゲートウェイを設定します。

6 IPSec Configuration ダイアログ ボックスで、 [Gateways] をクリックして IPSEC Remote Gateway を設定します。

7 IPSec Configuration ダイアログ ボックスで、 [Tunnels] をクリックしてトンネルを設定します。

8 IPSec Configuration ダイアログ ボックスで、 [Add] をクリックしてルーティング ポリシー を追加します。

9 [閉じる] をクリックします。

10 トンネルが動作していることを確認します。
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vShield Edge の構成についてのトラブルシューティング例

この情報は、ご使用のセットアップでネゴシエーション問題のトラブルシューティングを行うときに参考にしてください。

成功するネゴシエーション (フェーズ 1 と フェーズ 2 共)

次の例は、vShield Edge と Cisco デバイスの間の成功したネゴシエート結果を示しています。

vShield Edge

vShield Edge コマンドライン インターフェイスから (ipsec auto -status、show service ipsec コマンドの一部) ：

000 #2: "s1-c1":500 STATE_QUICK_I2 (sent QI2, IPsec SA established); EVENT_SA_REPLACE 
in 2430s; newest IPSEC; eroute owner; isakmp#1; idle; import:admin initiate 000 #2:"s1-
c1" esp.f5f6877d@10.20.131.62 esp.7aaf335f@10.20.129.80 tun.0@10.20.131.62 tun.
0@10.20.129.80 ref=0 refhim=4294901761 000 #1:"s1-c1":500 STATE_MAIN_I4 (ISAKMP SA 
established); EVENT_SA_REPLACE in 27623s; newest ISAKMP; lastdpd=0s(seq in:0 out:0); 
idle; import:admin initiate

Cisco

ciscoasa# show crypto isakmp sa detail

Active SA:1 Rekey SA:0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey) Total 
IKE SA: 1

IKE Peer:10.20.129.80 Type :L2L             Role    :responder Rekey :no              
State   :MM_ACTIVE Encrypt :3des            Hash    :SHA Auth :preshared       Lifetime:
28800 Lifetime Remaining: 28379

フェーズ 1 ポリシーがマッチしない

以下に、フェーズ 1 ポリシーがマッチしないエラーのログを示します。

vShield Edge

vShield Edge は STATE_MAIN_I1 状態でハングしています。./var/log/messages の内容を調べ、ピアが
"NO_PROPOSAL_CHOSEN" を設定して IKE メッセージを送り返したことを示す情報があることを確認してください。

000 #1: "s1-c1":500 STATE_MAIN_I1 (sent MI1, expecting MR1); EVENT_RETRANSMIT in 7s; 
nodpd; idle; import:admin initiate 000 #1:pending Phase 2 for "s1-c1" replacing #0 Aug 
26 12:31:25 weiqing-desktop pluto[6569]:| got payload 0x800(ISAKMP_NEXT_N) needed:0x0 
opt:0x0 Aug 26 12:31:25 weiqing-desktop pluto[6569]:| ***parse ISAKMP Notification 
Payload:Aug 26 12:31:25 weiqing-desktop pluto[6569]:|    next payload 
type:ISAKMP_NEXT_NONE Aug 26 12:31:25 weiqing-desktop pluto[6569]:|    length:96 Aug 
26 12:31:25 weiqing-desktop pluto[6569]:|    DOI:ISAKMP_DOI_IPSEC Aug 26 12:31:25 
weiqing-desktop pluto[6569]:|    protocol ID:0 Aug 26 12:31:25 weiqing-desktop 
pluto[6569]:|    SPI size:0 Aug 26 12:31:25 weiqing-desktop pluto[6569]:|    Notify 
Message Type:NO_PROPOSAL_CHOSEN Aug 26 12:31:25 weiqing-desktop pluto[6569]:"s1-c1" 
#1:ignoring informational payload, type NO_PROPOSAL_CHOSEN msgid=00000000

Cisco

デバッグ クリプトが有効の場合、プロポーザルが全く受け入れられなかったというエラー メッセージがプリントされます。

ciscoasa# Aug 26 18:17:27 [IKEv1]:IP = 10.20.129.80, IKE_DECODE RECEIVED Message 
(msgid=0) with payloads :HDR + SA (1) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NONE (0) total 
length :148 Aug 26 18:17:27 [IKEv1 DEBUG]:IP = 10.20.129.80, processing SA payload Aug 
26 18:17:27 [IKEv1]:Phase 1 failure:Mismatched attribute types for class Group 
Description:Rcv'd:Group 5  Cfg'd:Group 2 Aug 26 18:17:27 [IKEv1]:Phase 1 
failure:Mismatched attribute types for class Group Description:Rcv'd:Group 5  
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Cfg'd:Group 2 Aug 26 18:17:27 [IKEv1]:IP = 10.20.129.80, IKE_DECODE SENDING Message 
(msgid=0) with payloads :HDR + NOTIFY (11) + NONE (0) total length :124 Aug 26 18:17:27 
[IKEv1 DEBUG]:IP = 10.20.129.80, All SA proposals found unacceptable Aug 26 18:17:27 
[IKEv1]:IP = 10.20.129.80, Error processing payload:Payload ID:1 Aug 26 18:17:27 [IKEv1 
DEBUG]:IP = 10.20.129.80, IKE MM Responder FSM error history (struct &0xd8355a60)  
<state>, <event>:MM_DONE, EV_ERROR-->MM_START, EV_RCV_MSG-->MM_START, EV_START_MM--
>MM_START, EV_START_MM-->MM_START, EV_START_MM-->MM_START, EV_START_MM-->MM_START, 
EV_START_MM-->MM_START, EV_START_MM Aug 26 18:17:27 [IKEv1 DEBUG]:IP = 10.20.129.80, 
IKE SA MM:9e0e4511 terminating:flags 0x01000002, refcnt 0, tuncnt 0 Aug 26 18:17:27 
[IKEv1 DEBUG]:IP = 10.20.129.80, sending delete/delete with reason message

フェーズ 2 がマッチしない

以下に、フェーズ 2 ポリシーがマッチしないエラーのログを示します。

vShield Edge

vShield Edge は STATE_QUICK_I1 状態でハングしています。ログ メッセージは、ピアが NO_PROPOSAL_CHOSEN
メッセージを送信したことを示しています。

000 #2: "s1-c1":500 STATE_QUICK_I1 (sent QI1, expecting QR1); EVENT_RETRANSMIT in 11s; 
lastdpd=-1s(seq in:0 out:0); idle; import:admin initiate Aug 26 12:33:54 weiqing-
desktop pluto[6933]:| got payload 0x800(ISAKMP_NEXT_N) needed:0x0 opt:0x0 Aug 26 
12:33:54 weiqing-desktop pluto[6933]:| ***parse ISAKMP Notification Payload:Aug 26 
12:33:54 weiqing-desktop pluto[6933]:|    next payload type:ISAKMP_NEXT_NONE Aug 26 
12:33:54 weiqing-desktop pluto[6933]:|    length:32 Aug 26 12:33:54 weiqing-desktop 
pluto[6933]:|    DOI:ISAKMP_DOI_IPSEC Aug 26 12:33:54 weiqing-desktop pluto[6933]:|    
protocol ID:3 Aug 26 12:33:54 weiqing-desktop pluto[6933]:|    SPI size:16 Aug 26 
12:33:54 weiqing-desktop pluto[6933]:|    Notify Message Type:NO_PROPOSAL_CHOSEN Aug 
26 12:33:54 weiqing-desktop pluto[6933]:"s1-c1" #3:ignoring informational payload, 
type NO_PROPOSAL_CHOSEN msgid=00000000

Cisco

フェーズ 1 は完了したがフェーズ 2 はポリシー ネゴシエーションの失敗により失敗したという、デバッグ メッセージが
示されます。

Aug 26 16:03:49 [IKEv1]:Group = 10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, PHASE 1 COMPLETED Aug 
26 16:03:49 [IKEv1]:IP = 10.20.129.80, Keep-alive type for this connection:DPD Aug 26 
16:03:49 [IKEv1 DEBUG]:Group = 10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, Starting P1 rekey timer:
21600 seconds Aug 26 16:03:49 [IKEv1]:IP = 10.20.129.80, IKE_DECODE RECEIVED Message 
(msgid=b2cdcb13) with payloads :HDR + HASH (8) + SA (1) + NONCE (10) + KE (4) + ID (5) 
+ ID (5) + NONE (0) total length :288 . . . Aug 26 16:03:49 [IKEv1]:Group = 
10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, Session is being torn down.Reason:Phase 2 Mismatch

PFS ミスマッチ

以下に、PFS ミスマッチ エラー ログを示します。

vShield Edge

PFS はフェーズ 2 の一部としてネゴシエートされます。PFS がマッチしない場合、「フェーズ 2 がマッチしない (P. 92)」
で説明されている失敗ケースと類似の反応を示します。

000 #4: "s1-c1":500 STATE_QUICK_I1 (sent QI1, expecting QR1); EVENT_RETRANSMIT in 8s; 
lastdpd=-1s(seq in:0 out:0); idle; import:admin initiate Aug 26 12:35:52 weiqing-
desktop pluto[7312]:| got payload 0x800(ISAKMP_NEXT_N) needed:0x0 opt:0x0 Aug 26 
12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:| ***parse ISAKMP Notification Payload:Aug 26 
12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:|    next payload type:ISAKMP_NEXT_NONE Aug 26 
12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:|    length:32 Aug 26 12:35:52 weiqing-desktop 
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pluto[7312]:|    DOI:ISAKMP_DOI_IPSEC Aug 26 12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:|    
protocol ID:3 Aug 26 12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:|    SPI size:16 Aug 26 
12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:|    Notify Message Type:NO_PROPOSAL_CHOSEN Aug 
26 12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:"s1-c1" #1:ignoring informational payload, 
type NO_PROPOSAL_CHOSEN msgid=00000000 Aug 26 12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:| 
info:fa 16 b3 e5 91 a9 b0 02  a3 30 e1 d9  6e 5a 13 d4 Aug 26 12:35:52 weiqing-desktop 
pluto[7312]:| info:93 e5 e4 d7 Aug 26 12:35:52 weiqing-desktop pluto[7312]:| processing 
informational NO_PROPOSAL_CHOSEN (14)

Cisco

<BS>Aug 26 19:00:26 [IKEv1 DEBUG]:Group = 10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, sending 
delete/delete with reason message Aug 26 19:00:26 [IKEv1 DEBUG]:Group = 10.20.129.80, 
IP = 10.20.129.80, constructing blank hash payload Aug 26 19:00:26 [IKEv1 DEBUG]:Group 
= 10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, constructing blank hash payload Aug 26 19:00:26 
[IKEv1 DEBUG]:Group = 10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, constructing IKE delete payload 
Aug 26 19:00:26 [IKEv1 DEBUG]:Group = 10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, constructing qm 
hash payload Aug 26 19:00:26 [IKEv1]:IP = 10.20.129.80, IKE_DECODE SENDING Message 
(msgid=19eb1e59) with payloads :HDR + HASH (8) + DELETE (12) + NONE (0) total length :
80 Aug 26 19:00:26 [IKEv1]:Group = 10.20.129.80, IP = 10.20.129.80, Session is being 
torn down.Reason:Phase 2 Mismatch

PSK がマッチしない

以下に、PSK がマッチしないエラーのログを示します。

vShield Edge

PSK はフェーズ 1 の最後のラウンドでネゴシエートされます。PSK ネゴシエーションに失敗した場合、vShield Edge の
状態は STATE_MAIN_I4 です。ピアは INVALID_ID_INFORMATION を含むメッセージを送信します。

Aug 26 11:55:55 weiqing-desktop pluto[3855]:"s1-c1" #1:transition from state 
STATE_MAIN_I3 to state STATE_MAIN_I4 Aug 26 11:55:55 weiqing-desktop pluto[3855]:"s1-
c1" #1:STATE_MAIN_I4:ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_PRESHARED_KEY 
cipher=oakley_3des_cbc_192 prf=oakley_sha group=modp1024} Aug 26 11:55:55 weiqing-
desktop pluto[3855]:"s1-c1" #1:Dead Peer Detection (RFC 3706):enabled Aug 26 11:55:55 
weiqing-desktop pluto[3855]:"s1-c1" #2:initiating Quick Mode PSK+ENCRYPT+TUNNEL+PFS+UP
+IKEv2ALLOW {using isakmp#1 msgid:e8add10e proposal=3DES(3)_192-SHA1(2)_160 
pfsgroup=OAKLEY_GROUP_MODP1024} Aug 26 11:55:55 weiqing-desktop pluto[3855]:"s1-c1" 
#1:ignoring informational payload, type INVALID_ID_INFORMATION msgid=00000000

Cisco

Aug 26 15:27:07 [IKEv1]:IP = 10.115.199.191, IKE_DECODE SENDING Message (msgid=0) with 
payloads :HDR + KE (4) + NONCE (10) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR 
(13) + NAT-D (130) + NAT-D (130) + NONE (0) total length :304 Aug 26 15:27:07 
[IKEv1]:Group = 10.115.199.191, IP = 10.115.199.191, Received encrypted Oakley Main 
Mode packet with invalid payloads, MessID = 0 Aug 26 15:27:07 [IKEv1]:IP = 
10.115.199.191, IKE_DECODE SENDING Message (msgid=0) with payloads :HDR + NOTIFY (11) 
+ NONE (0) total length :80 Aug 26 15:27:07 [IKEv1]:Group = 10.115.199.191, IP = 
10.115.199.191, ERROR, had problems decrypting packet, probably due to mismatched pre-
shared key.Aborting
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成功するネゴシエーションのためのパケットのキャプチャー

以下に、vShield Edge と Cisco デバイスの間で正常に行われたネゴシエーションでのパケット キャプチャ セッションを
示します。

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9203    768.394800  
10.20.129.80  10.20.131.62  ISAKMP  Identity Protection (Main Mode) Frame 9203 (190 
bytes on wire, 190 bytes captured) Ethernet II, Src:Vmware_9d:2c:dd (00:50:56:9d:
2c:dd), Dst:Cisco_80:70:f5 (00:13:c4:80:70:f5) Internet Protocol, Src:10.20.129.80 
(10.20.129.80), Dst:10.20.131.62 (10.20.131.62) User Datagram Protocol, Src 
Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
0000000000000000 Next payload:Security Association (1) Version:1.0 Exchange 
type:Identity Protection (Main Mode) (2) Flags:0x00 Message ID:0x00000000 Length:148 
Security Association payload Next payload:Vendor ID (13) Payload length:84 Domain of 
interpretation:IPSEC (1) Situation:IDENTITY (1) Proposal payload # 0 Next payload:NONE 
(0) Payload length:72 Proposal number:0 Protocol ID:ISAKMP (1) SPI Size:0 Proposal 
transforms:2 Transform payload # 0 Next payload:Transform (3) Payload length:32 
Transform number:0 Transform ID:KEY_IKE (1) Life-Type (11):Seconds (1) Life-Duration 
(12):Duration-Value (28800) Encryption-Algorithm (1):3DES-CBC (5) Hash-Algorithm 
(2):SHA (2) Authentication-Method (3):PSK (1) Group-Description (4):1536 bit MODP group 
(5) Transform payload # 1 Next payload:NONE (0) Payload length:32 Transform number:1 
Transform ID:KEY_IKE (1) Life-Type (11):Seconds (1) Life-Duration (12):Duration-Value 
(28800) Encryption-Algorithm (1):3DES-CBC (5) Hash-Algorithm (2):SHA (2) 
Authentication-Method (3):PSK (1) Group-Description (4):Alternate 1024-bit MODP group 
(2) Vendor ID:4F456C6A405D72544D42754D Next payload:Vendor ID (13) Payload length:16 
Vendor ID:4F456C6A405D72544D42754D Vendor ID:RFC 3706 Detecting Dead IKE Peers (DPD) 
Next payload:NONE (0) Payload length:20 Vendor ID:RFC 3706 Detecting Dead IKE Peers 
(DPD)

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9204    768.395550  
10.20.131.62  10.20.129.80  ISAKMP Identity Protection (Main Mode)

Frame 9204 (146 bytes on wire, 146 bytes captured) Ethernet II, Src:Cisco_80:70:f5 
(00:13:c4:80:70:f5), Dst:Vmware_9d:2c:dd (00:50:56:9d:2c:dd) Internet Protocol, Src:
10.20.131.62 (10.20.131.62), Dst:10.20.129.80 (10.20.129.80) User Datagram Protocol, 
Src Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Security Association (1) Version:1.0 Exchange 
type:Identity Protection (Main Mode) (2) Flags:0x00 Message ID:0x00000000 Length:104 
Security Association payload Next payload:Vendor ID (13) Payload length:52 Domain of 
interpretation:IPSEC (1) Situation:IDENTITY (1) Proposal payload # 1 Next payload:NONE 
(0) Payload length:40 Proposal number:1 Protocol ID:ISAKMP (1) SPI Size:0 Proposal 
transforms:1 Transform payload # 1 Next payload:NONE (0) Payload length:32 Transform 
number:1 Transform ID:KEY_IKE (1) Encryption-Algorithm (1):3DES-CBC (5) Hash-Algorithm 
(2):SHA (2) Group-Description (4):Alternate 1024-bit MODP group (2) Authentication-
Method (3):PSK (1) Life-Type (11):Seconds (1) Life-Duration (12):Duration-Value (28800) 
Vendor ID:Microsoft L2TP/IPSec VPN Client Next payload:NONE (0) Payload length:24 
Vendor ID:Microsoft L2TP/IPSec VPN Client

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9205    768.399599  
10.20.129.80  10.20.131.62  ISAKMP Identity Protection (Main Mode)

Frame 9205 (222 bytes on wire, 222 bytes captured) Ethernet II, Src:Vmware_9d:2c:dd 
(00:50:56:9d:2c:dd), Dst:Cisco_80:70:f5 (00:13:c4:80:70:f5) Internet Protocol, Src:
10.20.129.80 (10.20.129.80), Dst:10.20.131.62 (10.20.131.62) User Datagram Protocol, 
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Src Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Key Exchange (4) Version:1.0 Exchange type:Identity 
Protection (Main Mode) (2) Flags:0x00 Message ID:0x00000000 Length:180 Key Exchange 
payload Next payload:Nonce (10) Payload length:132 Key Exchange Data (128 bytes / 1024 
bits) Nonce payload Next payload:NONE (0) Payload length:20 Nonce Data

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9206    768.401192  
10.20.131.62  10.20.129.80  ISAKMP Identity Protection (Main Mode) Frame 9206 (298 
bytes on wire, 298 bytes captured) Ethernet II, Src:Cisco_80:70:f5 (00:13:c4:80:70:f5), 
Dst:Vmware_9d:2c:dd (00:50:56:9d:2c:dd) Internet Protocol, Src:10.20.131.62 
(10.20.131.62), Dst:10.20.129.80 (10.20.129.80) User Datagram Protocol, Src 
Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Key Exchange (4) Version:1.0 Exchange type:Identity 
Protection (Main Mode) (2) Flags:0x00 Message ID:0x00000000 Length:256 Key Exchange 
payload Next payload:Nonce (10) Payload length:132 Key Exchange Data (128 bytes / 1024 
bits) Nonce payload Next payload:Vendor ID (13) Payload length:24 Nonce Data Vendor 
ID:CISCO-UNITY-1.0 Next payload:Vendor ID (13) Payload length:20 Vendor ID:CISCO-
UNITY-1.0 Vendor ID:draft-beaulieu-ike-xauth-02.txt Next payload:Vendor ID (13) 
Payload length:12 Vendor ID:draft-beaulieu-ike-xauth-02.txt Vendor 
ID:C1B7EBE18C8CBD099E89695E2CB16A4A Next payload:Vendor ID (13) Payload length:20 
Vendor ID:C1B7EBE18C8CBD099E89695E2CB16A4A Vendor ID:CISCO-CONCENTRATOR Next 
payload:NONE (0) Payload length:20 Vendor ID:CISCO-CONCENTRATOR

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9207    768.404990  
10.20.129.80  10.20.131.62  ISAKMP Identity Protection (Main Mode)

Frame 9207 (110 bytes on wire, 110 bytes captured) Ethernet II, Src:Vmware_9d:2c:dd 
(00:50:56:9d:2c:dd), Dst:Cisco_80:70:f5 (00:13:c4:80:70:f5) Internet Protocol, Src:
10.20.129.80 (10.20.129.80), Dst:10.20.131.62 (10.20.131.62) User Datagram Protocol, 
Src Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Identification (5) Version:1.0 Exchange type:Identity 
Protection (Main Mode) (2) Flags:0x01 Message ID:0x00000000 Length:68 Encrypted payload 
(40 bytes)

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9208    768.405921  
10.20.131.62  10.20.129.80  ISAKMP   Identity Protection (Main Mode) Frame 9208 (126 
bytes on wire, 126 bytes captured) Ethernet II, Src:Cisco_80:70:f5 (00:13:c4:80:70:f5), 
Dst:Vmware_9d:2c:dd (00:50:56:9d:2c:dd) Internet Protocol, Src:10.20.131.62 
(10.20.131.62), Dst:10.20.129.80 (10.20.129.80) User Datagram Protocol, Src 
Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Identification (5) Version:1.0 Exchange type:Identity 
Protection (Main Mode) (2) Flags:0x01 Message ID:0x00000000 Length:84 Encrypted payload 
(56 bytes)

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9209    768.409799  
10.20.129.80  10.20.131.62  ISAKMP   Quick Mode

Frame 9209 (334 bytes on wire, 334 bytes captured) Ethernet II, Src:Vmware_9d:2c:dd 
(00:50:56:9d:2c:dd), Dst:Cisco_80:70:f5 (00:13:c4:80:70:f5) Internet Protocol, Src:
10.20.129.80 (10.20.129.80), Dst:10.20.131.62 (10.20.131.62) User Datagram Protocol, 
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Src Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Hash (8) Version:1.0 Exchange type:Quick Mode (32) Flags:
0x01 Message ID:0x79a63fb1 Length:292 Encrypted payload (264 bytes)

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9210    768.411797  
10.20.131.62  10.20.129.80  ISAKMP   Quick Mode

Frame 9210 (334 bytes on wire, 334 bytes captured) Ethernet II, Src:Cisco_80:70:f5 
(00:13:c4:80:70:f5), Dst:Vmware_9d:2c:dd (00:50:56:9d:2c:dd) Internet Protocol, Src:
10.20.131.62 (10.20.131.62), Dst:10.20.129.80 (10.20.129.80) User Datagram Protocol, 
Src Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Hash (8) Version:1.0 Exchange type:Quick Mode (32) Flags:
0x01 Message ID:0x79a63fb1 Length:292 Encrypted payload (264 bytes)

No.     Time        Source        Destination   Protocol Info 9211    768.437057  
10.20.129.80  10.20.131.62  ISAKMP   Quick Mode

Frame 9211 (94 bytes on wire, 94 bytes captured) Ethernet II, Src:Vmware_9d:2c:dd 
(00:50:56:9d:2c:dd), Dst:Cisco_80:70:f5 (00:13:c4:80:70:f5) Internet Protocol, Src:
10.20.129.80 (10.20.129.80), Dst:10.20.131.62 (10.20.131.62) User Datagram Protocol, 
Src Port:isakmp (500), Dst Port:isakmp (500) Internet Security Association and Key 
Management Protocol Initiator cookie:92585D2D797E9C52 Responder cookie:
34704CFC8C8DBD09 Next payload:Hash (8) Version:1.0 Exchange type:Quick Mode (32) Flags:
0x01 Message ID:0x79a63fb1 Length:52 Encrypted payload (24 bytes)

SSL VPN-Plus の概要
SSL VPN-Plus では、リモート ユーザーが vShield Edge ゲートウェイの背後にあるプライベート ネットワークへ安全に
接続できるようになります。 リモート ユーザーは、プライベート ネットワーク内のサーバやアプリケーションにアクセ
スできます。

vShield Manager

管理者

社内 LAN

vShield Edge SSL VPN 外部

Windows Server

Web アクセス モードで

接続するリモート ユーザー

SSL クライアント経由で
接続するリモート ユーザー

インターネット
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ネットワーク アクセス SSL VPN-Plus の設定

ネットワーク アクセス モードで、リモート ユーザーは、SSL クライアントをダウンロードし、インストールした後に、
プライベート ネットワークにアクセスすることができます。

開始する前に

SSL VPN ゲートウェイでは、ポート 443 に外部ネットワークからアクセスできるようにする必要があります。また、SSL
VPN クライアントでは、vShield Edge ゲートウェイの IP およびポート 443 にクライアント システムから接続できるよ
うにする必要があります。

手順

1 IP プールの追加 (P. 97)

リモート ユーザーには、追加した IP プールから仮想 IP アドレスが割り当てられます。

2 プライベート ネットワークの追加 (P. 98)

リモート ユーザーがアクセスできるようにするネットワークを追加します。

3 インストール パッケージの追加 (P. 99)

リモート ユーザーのための SSL VPN-Plus クライアントのインストール パッケージを作成します。

4 ユーザーの追加 (P. 100)

ローカル データベースにリモート ユーザーを追加します。

5 認証の追加 (P. 101)

ローカル ユーザーのかわりに、SSL ゲートウェイにバインドされている外部認証サーバ （AD、LDAP、Radius、
または RSA） を追加できます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザーが認証されます。

6 SSL VPN-Plus サーバ設定の追加 (P. 105)

vShield Edge インターフェイスで SSL を有効にするには、SSL VPN サーバの設定を追加する必要があります。

7 SSL VPN-Plus サービスの有効化 (P. 106)

SSL VPN-Plus サービスを構成したら、そのサービスを有効にして、リモート ユーザーがプライベート ネットワー
クへのアクセスを開始できるようにします。

IP プールの追加

リモート ユーザーには、追加した IP プールから仮想 IP アドレスが割り当てられます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [IP プール] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[IP プールの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 IP プールの開始および終了の IP アドレスを入力します。

第 9 章 vShield Edge の管理

VMware, Inc.  97



11 IP プールのネットマスクを入力します。

12 vShield Edge ゲートウェイのルーティング インターフェイスに追加する IP アドレスを入力します。

13 (オプション) IP プールの説明を入力します。

14 IP プールを有効にするか無効にするかを選択します。

15 (オプション) [詳細] パネルで、DNS 名を入力します。

16 (オプション) セカンダリ DNS 名を入力します。

17 ドメイン ベースのホスト名解決のための接続固有の DNS サフィックスを入力します。

18 WINS サーバ アドレスを入力します。

19 [OK] をクリックします。

プライベート ネットワークの追加

リモート ユーザーがアクセスできるようにするネットワークを追加します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [プライベート ネットワーク] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[プライベート ネットワークの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 プライベート ネットワークの IP アドレスを入力します。

11 プライベート ネットワークのネットマスクを入力します。

12 (オプション) ネットワークの説明を入力します。

13 プライベート ネットワークとインターネット トラフィックを SSL VPN-Plus が有効な vShield Edge を介して送信
するのか、または vShield Edge をバイパスすることによってプライベート サーバに直接送信するのかを指定します。

14 [トンネルを介してトラフィックを送信する] を選択した場合は、 [TCP 最適化の有効化] を選択してインターネット
の速度を最適化します。

従来のフルアクセス SSL VPN トンネルは、インターネット上の暗号化で、2 番目の TCP/IP スタックの TCP/IP デー
タを送信します。これにより、アプリケーション レイヤーのデータは、2 つの別々の TCP ストリームで 2 度カプセ
ル化されることになります。パケット ロスが発生すると (最適なインターネット条件下でも発生します)、TCP-over-
TCP メルトダウンと呼ばれるパフォーマンス劣化効果が発生します。本質的に、2 つの TCP 計測ツールが 1 つの IP
データ パケットを修正することにより、ネットワークのスループットが低下し、接続がタイムアウトになります。
TCP の最適化によってこの TCP-over-TCP 問題を解消し、最適なパフォーマンスを確保します。

15 会社の社内サーバ/マシンにアクセスするリモート ユーザー用に開くポートの番号 (RDP の場合は 3389、FTP の場
合は 20/21、http の場合は 80 など) を入力します。ユーザーに無制限のアクセス権を付与する場合は、 [ポート]
フィールドを空白のままにします。

16 プライベート ネットワークを有効または無効にするかどうかを指定します。

vShield 管理ガイド

98  VMware, Inc.



17 [OK] をクリックします。

次に進む前に

n IP プールを追加します。

n 対応するファイアウォール ルールを追加して、プライベート ネットワーク トラフィックを許可します。

インストール パッケージの追加

リモート ユーザーのための SSL VPN-Plus クライアントのインストール パッケージを作成します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで、 [インストール パッケージ] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[インストール パッケージの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 インストール パッケージのプロファイル名を入力します。

11 [ゲートウェイ] で、vShield Edge のパブリック インターフェイスの IP アドレスまたは FQDN を入力します。

この IP アドレスまたは FQDN は、SSL クライアントにバインドされます。クライアントのインストール時に、この
IP アドレスまたは FQDN が SSL クライアントに表示されます。

12 サーバ設定で SSL VPN-Plus に指定したポート番号を入力します。「SSL VPN-Plus サーバ設定の追加 (P. 105)」を
参照してください。

13 (オプション) 追加の vShield Edge アップリンク インターフェイスを SSL クライアントにバインドするには、

a [追加] （ ） アイコンをクリックします。

b IP アドレスとポート番号を入力します。

c [OK] をクリックします。

14 インストール パッケージは、デフォルトでは Windows オペレーティング システム用に作成されます。Linux また
は Mac を選択すると、Linux または Mac オペレーティング システム用のインストール パッケージも作成できます。

15 (オプション) インストール パッケージの説明を入力します。

16 [有効化] を選択し、インストール パッケージ ページにインストール パッケージを表示します。

17 必要に応じて次のオプションを選択します。

オプション 説明

ログオン時にクライアントを起動 リモート ユーザーがこのシステムにログオンすると、SSL VPN クライアントが起動
されます。

パスワード記録を許可 オプションを有効化

サイレント モード インストールを有効化 リモート ユーザーに対してインストール コマンドを表示しません。
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オプション 説明

SSL クライアント ネットワーク アダプタを
隠す

VMware SSL VPN-Plus アダプタを非表示にします。これは、SSL VPN インストー
ル パッケージと併せてリモート ユーザーのコンピュータにインストールされるもの
です。

クライアント システム トレイ アイコンを
隠す

VPN 接続がアクティブかアクティブでないかを示す SSL VPN トレイ アイコンを非表
示にします。

デスクトップ アイコンを作成 ユーザーのデスクトップに SSL クライアントを起動するアイコンを作成します。

サイレント モードの操作を有効化 インストールが完了したことを示すポップアップを非表示にします。

サーバ セキュリティ証明書の検証 SSL VPN クライアントが安全な接続を確立する前に SSL VPN サーバ証明書を検証し
ます。

 

18 [OK] をクリックします。

次に進む前に

リモート ユーザーのユーザー認証情報を追加

ユーザーの追加

ローカル データベースにリモート ユーザーを追加します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [ユーザー] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[ユーザーの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 ユーザー ID を入力します。

11 パスワードを入力します。

12 パスワードを再入力します。

13 (オプション) ユーザーの名を入力します。

14 (オプション) ユーザーの姓を入力します。

15 (オプション) ユーザーの説明を入力します。

16 ［パスワードの詳細］ で、 [パスワードは無期限です] を選択すると、そのユーザーには常に同じパスワードが維持さ
れます。

17 [OK] をクリックします。

次に進む前に

SSL VPN サーバ設定を追加します。

vShield 管理ガイド

100  VMware, Inc.



認証の追加

ローカル ユーザーのかわりに、SSL ゲートウェイにバインドされている外部認証サーバ （AD、LDAP、Radius、または
RSA） を追加できます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザーが認証されます。

n AD 認証サーバの追加 (P. 101)

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

n LDAP 認証サーバの追加 (P. 102)

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

n RADIUS 認証サーバの追加 (P. 103)

RADIUS 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべ
てのユーザーが認証されます。

n RSA-ACE 認証サーバの追加 (P. 104)

RSA-ACE 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のす
べてのユーザーが認証されます。

n ローカル認証サーバの追加 (P. 104)

ローカル認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべ
てのユーザーが認証されます。

AD 認証サーバの追加

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザー
が認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [AD] を選択します。

11 外部サーバの IP アドレスを入力します。

12 AD サーバのポート番号を入力します。

13 [SSL の有効化] を選択し、指定されたサーバ上の SSL サービスを有効にします。

14 [タイムアウト期間] に、AD サーバが応答しなければならない期間を秒数で入力します。

15 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。
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16 検索ベースを入力し、検索対象とする外部のディレクトリ ツリーの部分を指定します。

検索ベースは、組織、グループ、あるいは外部ディレクトリのドメイン名 （AD） などに相当する場合があります。

17 バインド DN を入力します。

バインド DN は、定義された検索ベース内で AD ディレクトリを検索することを許可された外部 AD サーバ上のユー
ザーです。たいていの場合、バインド DN は、ディレクトリ全体の検索が許可されます。バインド DN のロールは、
AD ユーザーの認証に関する DN （識別名） について、クエリ フィルタおよび検索ベースを使用してディレクトリ
をクエリすることです。DN が返されると、AD ユーザーの認証に DN とパスワードが使用されます。

18 バインド パスワードを入力し、AD ユーザーを認証します。

19 バインド パスワードを再入力します。

20 [ログイン属性名] に、リモート ユーザーが入力したユーザー ID に一致する名前を入力します。

Active Directory の場合、ログイン属性名は sAMAccountName です。

21 [検索フィルタ] に、検索を限定するフィルタ値を入力します。

検索フィルタ フォーマットは、<attribute operator value> です。

22 この AD サーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

23 [OK] をクリックします。

LDAP 認証サーバの追加

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザー
が認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [LDAP] を選択します。

11 外部サーバの IP アドレスを入力します。

12 LDAP サーバのポート番号を入力します。

13 [SSL の有効化] を選択し、指定されたサーバ上の SSL サービスを有効にします。

14 タイムアウト期間を秒単位で入力します。

15 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

16 検索ベースを入力し、検索対象とする外部のディレクトリ ツリーの部分を指定します。

検索ベースには、組織、グループ、あるいは外部ディレクトリのドメイン名 （AD） などを指定できます。
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17 バインド DN を入力します。

バインド DN は、定義された検索ベース内で AD ディレクトリを検索することを許可された外部 AD サーバ上のユー
ザーです。たいていの場合、バインド DN は、ディレクトリ全体の検索が許可されます。バインド DN のロールは、
LDAP ユーザーの認証に関する DN （識別名） について、クエリ フィルタおよび検索ベースを使用してディレクト
リをクエリすることです。DN が返されると、LDAP ユーザーの認証に DN とパスワードが使用されます。

18 バインド パスワードを入力、および再入力し、LDAP ユーザーを認証します。

19 [ログイン属性名] に、リモート ユーザーが入力したユーザー ID に一致する名前を入力します。

Active Directory の場合、ログイン属性名は sAMAccountName です。

20 [検索フィルタ] に、検索を限定するフィルタ値を入力します。

検索フィルタ フォーマットは、<attribute operator value> です。

21 この LDAP サーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

22 [OK] をクリックします。

RADIUS 認証サーバの追加

RADIUS 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [RADIUS] を選択します。

11 RSA RADIUS サーバの IP アドレスを入力します。

12 RADIUS サーバのポート番号を入力します。

13 タイムアウト期間を秒単位で入力します。

14 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

15 RSA セキュリティ コンソールに認証エージェントを追加するときに指定した共有シークレットを入力および再入力
します。

16 認証のための NAS IP アドレスを入力します。

17 RADIUS サーバが応答しない場合に、RADIUS サーバと通信する回数を入力します。

18 このサーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

必要に応じて、 [認証失敗時にセッションを終了] を選択します。

19 [OK] をクリックします。
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RSA-ACE 認証サーバの追加

RSA-ACE 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [RSA-ACE] を選択します。

11 (オプション) RSA サーバのタイムアウト期間を秒単位で入力します。

12 [構成ファイル] で、RSA 認証マネージャからダウンロードした sdconf.rec ファイルを参照し、選択します。

13 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

14 [詳細] セクションで、RSA サーバへのアクセスが可能な vShield Edge インターフェイスの IP アドレスを入力します。

15 このサーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

必要に応じて、 [認証失敗時にセッションを終了] を選択します。

16 [OK] をクリックします。

ローカル認証サーバの追加

ローカル認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユー
ザーが認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。
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10 [タイプ] で、 [ローカル] を選択します。

11 パスワード ポリシーを定義するには、 [パスワード ポリシー] を選択し、必要な値を指定します。

12 アカウント ロックアウト ポリシーを定義するには、 [アカウント ロックアウト ポリシー] の横の [有効化] を選択し
ます。

a [再試行回数] には、リモート ユーザーが誤ったパスワードを入力した後、そのアカウントへのアクセスを試み
ることができる回数を入力します。

b [再試行期間] には、ログインが成功しなかった場合にリモート ユーザーのアカウントがロックされる期間を入
力します。

たとえば、 [再試行回数] を 5 に、 [再試行期間] を 1 分間に設定すると、1 分間のうちにログインに 5 回失敗す
ると、そのリモート ユーザーのアカウントがロックされることになります。

c [ロックアウト期間] には、ユーザー アカウントがロック状態となっている期間を入力します。この期間が過ぎ
ると、アカウントのロックは自動的に解除されます。

13 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

14 このサーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

必要に応じて、 [認証失敗時にセッションを終了] を選択します。

15 [OK] をクリックします。

SSL VPN-Plus サーバ設定の追加

vShield Edge インターフェイスで SSL を有効にするには、SSL VPN サーバの設定を追加する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [エッジ] タブをクリックします。

7 [VPN ] タブをクリックします。

8 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

9 [構成] パネルで、 [サーバ設定] をクリックします。

10 [変更] をクリックします。

[サーバ設定の変更] ダイアログ ボックスが開きます。

11 SSL VPN-Plus を有効にする vShield Edge のインターフェイスを選択します。選択した vShield Edge のすべての
インターフェイスで SSL VPN-Plus を有効にするには、 [ANY - 0.0.0.0] を選択します。

12 必要に応じてポート番号を編集します。このポート番号は、インストール パッケージを構成するために必要です。

13 暗号化方式を選択します。

14 (オプション) [サーバの証明書] テーブルから、追加するサーバ証明書を選択します。

15 [OK] をクリックします。

次に進む前に

SSL VPN サービスを有効にします。
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SSL VPN-Plus サービスの有効化

SSL VPN-Plus サービスを構成したら、そのサービスを有効にして、リモート ユーザーがプライベート ネットワークへの
アクセスを開始できるようにします。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8
 アイコンをクリックします。

次に進む前に

ダッシュボードに、サービスのステータス、アクティブな SSL VPN セッションの数、およびセッションの統計とデータ
フローの詳細が表示されます。

Web Access SSL VPN-Plus の構成

Web アクセス モードで、リモート ユーザーは、SSL クライアントをダウンロードしなくても、プライベート ネットワー
クにアクセスすることができます。

手順

1 Web リソースの作成 (P. 106)

Web ブラウザ経由でリモート ユーザーが接続できる Web アクセス サーバを追加できます。

2 ユーザーの追加 (P. 107)

ローカル データベースにリモート ユーザーを追加します。

3 認証の追加 (P. 108)

ローカル ユーザーのかわりに、SSL ゲートウェイにバインドされている外部認証サーバ （AD、LDAP、Radius、
または RSA） を追加できます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザーが認証されます。

4 SSL VPN-Plus サーバ設定の追加 (P. 112)

vShield Edge インターフェイスで SSL を有効にするには、SSL VPN サーバの設定を追加する必要があります。

5 SSL VPN-Plus サービスの有効化 (P. 113)

SSL VPN-Plus サービスを構成したら、そのサービスを有効にして、リモート ユーザーがプライベート ネットワー
クへのアクセスを開始できるようにします。

Web リソースの作成

Web ブラウザ経由でリモート ユーザーが接続できる Web アクセス サーバを追加できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
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4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [Web リソース] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[Web リソースの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 Web リソースの名前を入力します。

11 リモート ユーザーがアクセスする Web リソースの URL を入力します。

12 リモート ユーザーがその Web リソースの読み書きのいずれかを希望するかに応じて、 [HTTPMethod] を選択しま
す。

13 Web リソースの説明を入力します。この説明は、リモート ユーザーが Web リソースにアクセスしたときに、Web
ポータルに表示されます。

14 [有効] をクリックして Web リソースを有効化します。リモート ユーザーが Web リソースにアクセスするには、そ
れを有効化しなければなりません。

次に進む前に

ローカル ユーザーまたは外部ユーザーの認証を追加します。

ユーザーの追加

ローカル データベースにリモート ユーザーを追加します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [ユーザー] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[ユーザーの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 ユーザー ID を入力します。

11 パスワードを入力します。

12 パスワードを再入力します。

13 (オプション) ユーザーの名を入力します。

14 (オプション) ユーザーの姓を入力します。

15 (オプション) ユーザーの説明を入力します。
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16 ［パスワードの詳細］ で、 [パスワードは無期限です] を選択すると、そのユーザーには常に同じパスワードが維持さ
れます。

17 [OK] をクリックします。

次に進む前に

SSL VPN サーバ設定を追加します。

認証の追加

ローカル ユーザーのかわりに、SSL ゲートウェイにバインドされている外部認証サーバ （AD、LDAP、Radius、または
RSA） を追加できます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザーが認証されます。

n AD 認証サーバの追加 (P. 108)

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

n LDAP 認証サーバの追加 (P. 109)

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

n RADIUS 認証サーバの追加 (P. 110)

RADIUS 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべ
てのユーザーが認証されます。

n RSA-ACE 認証サーバの追加 (P. 111)

RSA-ACE 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のす
べてのユーザーが認証されます。

n ローカル認証サーバの追加 (P. 111)

ローカル認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべ
てのユーザーが認証されます。

AD 認証サーバの追加

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザー
が認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [AD] を選択します。

11 外部サーバの IP アドレスを入力します。
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12 AD サーバのポート番号を入力します。

13 [SSL の有効化] を選択し、指定されたサーバ上の SSL サービスを有効にします。

14 [タイムアウト期間] に、AD サーバが応答しなければならない期間を秒数で入力します。

15 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

16 検索ベースを入力し、検索対象とする外部のディレクトリ ツリーの部分を指定します。

検索ベースは、組織、グループ、あるいは外部ディレクトリのドメイン名 （AD） などに相当する場合があります。

17 バインド DN を入力します。

バインド DN は、定義された検索ベース内で AD ディレクトリを検索することを許可された外部 AD サーバ上のユー
ザーです。たいていの場合、バインド DN は、ディレクトリ全体の検索が許可されます。バインド DN のロールは、
AD ユーザーの認証に関する DN （識別名） について、クエリ フィルタおよび検索ベースを使用してディレクトリ
をクエリすることです。DN が返されると、AD ユーザーの認証に DN とパスワードが使用されます。

18 バインド パスワードを入力し、AD ユーザーを認証します。

19 バインド パスワードを再入力します。

20 [ログイン属性名] に、リモート ユーザーが入力したユーザー ID に一致する名前を入力します。

Active Directory の場合、ログイン属性名は sAMAccountName です。

21 [検索フィルタ] に、検索を限定するフィルタ値を入力します。

検索フィルタ フォーマットは、<attribute operator value> です。

22 この AD サーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

23 [OK] をクリックします。

LDAP 認証サーバの追加

AD 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユーザー
が認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [LDAP] を選択します。

11 外部サーバの IP アドレスを入力します。

12 LDAP サーバのポート番号を入力します。

13 [SSL の有効化] を選択し、指定されたサーバ上の SSL サービスを有効にします。

14 タイムアウト期間を秒単位で入力します。
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15 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

16 検索ベースを入力し、検索対象とする外部のディレクトリ ツリーの部分を指定します。

検索ベースには、組織、グループ、あるいは外部ディレクトリのドメイン名 （AD） などを指定できます。

17 バインド DN を入力します。

バインド DN は、定義された検索ベース内で AD ディレクトリを検索することを許可された外部 AD サーバ上のユー
ザーです。たいていの場合、バインド DN は、ディレクトリ全体の検索が許可されます。バインド DN のロールは、
LDAP ユーザーの認証に関する DN （識別名） について、クエリ フィルタおよび検索ベースを使用してディレクト
リをクエリすることです。DN が返されると、LDAP ユーザーの認証に DN とパスワードが使用されます。

18 バインド パスワードを入力、および再入力し、LDAP ユーザーを認証します。

19 [ログイン属性名] に、リモート ユーザーが入力したユーザー ID に一致する名前を入力します。

Active Directory の場合、ログイン属性名は sAMAccountName です。

20 [検索フィルタ] に、検索を限定するフィルタ値を入力します。

検索フィルタ フォーマットは、<attribute operator value> です。

21 この LDAP サーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

22 [OK] をクリックします。

RADIUS 認証サーバの追加

RADIUS 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [RADIUS] を選択します。

11 RSA RADIUS サーバの IP アドレスを入力します。

12 RADIUS サーバのポート番号を入力します。

13 タイムアウト期間を秒単位で入力します。

14 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

15 RSA セキュリティ コンソールに認証エージェントを追加するときに指定した共有シークレットを入力および再入力
します。

16 認証のための NAS IP アドレスを入力します。

17 RADIUS サーバが応答しない場合に、RADIUS サーバと通信する回数を入力します。
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18 このサーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

必要に応じて、 [認証失敗時にセッションを終了] を選択します。

19 [OK] をクリックします。

RSA-ACE 認証サーバの追加

RSA-ACE 認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべての
ユーザーが認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [RSA-ACE] を選択します。

11 (オプション) RSA サーバのタイムアウト期間を秒単位で入力します。

12 [構成ファイル] で、RSA 認証マネージャからダウンロードした sdconf.rec ファイルを参照し、選択します。

13 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

14 [詳細] セクションで、RSA サーバへのアクセスが可能な vShield Edge インターフェイスの IP アドレスを入力します。

15 このサーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

必要に応じて、 [認証失敗時にセッションを終了] を選択します。

16 [OK] をクリックします。

ローカル認証サーバの追加

ローカル認証サーバを追加して、SSL ゲートウェイにバインドできます。バインドされた認証済みサーバ内のすべてのユー
ザーが認証されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [認証] をクリックします。
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9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[サーバの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [タイプ] で、 [ローカル] を選択します。

11 パスワード ポリシーを定義するには、 [パスワード ポリシー] を選択し、必要な値を指定します。

12 アカウント ロックアウト ポリシーを定義するには、 [アカウント ロックアウト ポリシー] の横の [有効化] を選択し
ます。

a [再試行回数] には、リモート ユーザーが誤ったパスワードを入力した後、そのアカウントへのアクセスを試み
ることができる回数を入力します。

b [再試行期間] には、ログインが成功しなかった場合にリモート ユーザーのアカウントがロックされる期間を入
力します。

たとえば、 [再試行回数] を 5 に、 [再試行期間] を 1 分間に設定すると、1 分間のうちにログインに 5 回失敗す
ると、そのリモート ユーザーのアカウントがロックされることになります。

c [ロックアウト期間] には、ユーザー アカウントがロック状態となっている期間を入力します。この期間が過ぎ
ると、アカウントのロックは自動的に解除されます。

13 [有効] あるいは [無効] を選択し、サーバが有効になっているかどうかを指定します。

14 このサーバを認証の第 2 レベルとして使用する場合は、 [このサーバを第 2 の認証に使用] を選択します。

必要に応じて、 [認証失敗時にセッションを終了] を選択します。

15 [OK] をクリックします。

SSL VPN-Plus サーバ設定の追加

vShield Edge インターフェイスで SSL を有効にするには、SSL VPN サーバの設定を追加する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [エッジ] タブをクリックします。

7 [VPN ] タブをクリックします。

8 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

9 [構成] パネルで、 [サーバ設定] をクリックします。

10 [変更] をクリックします。

[サーバ設定の変更] ダイアログ ボックスが開きます。

11 SSL VPN-Plus を有効にする vShield Edge のインターフェイスを選択します。選択した vShield Edge のすべての
インターフェイスで SSL VPN-Plus を有効にするには、 [ANY - 0.0.0.0] を選択します。

12 必要に応じてポート番号を編集します。このポート番号は、インストール パッケージを構成するために必要です。

13 暗号化方式を選択します。

14 (オプション) [サーバの証明書] テーブルから、追加するサーバ証明書を選択します。

15 [OK] をクリックします。
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次に進む前に

SSL VPN サービスを有効にします。

SSL VPN-Plus サービスの有効化

SSL VPN-Plus サービスを構成したら、そのサービスを有効にして、リモート ユーザーがプライベート ネットワークへの
アクセスを開始できるようにします。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8
 アイコンをクリックします。

次に進む前に

ダッシュボードに、サービスのステータス、アクティブな SSL VPN セッションの数、およびセッションの統計とデータ
フローの詳細が表示されます。

IP プールの操作

IP プールを追加、編集、または削除できます。

IP プールの追加

リモート ユーザーには、追加した IP プールから仮想 IP アドレスが割り当てられます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [IP プール] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[IP プールの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 IP プールの開始および終了の IP アドレスを入力します。

11 IP プールのネットマスクを入力します。

12 vShield Edge ゲートウェイのルーティング インターフェイスに追加する IP アドレスを入力します。
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13 (オプション) IP プールの説明を入力します。

14 IP プールを有効にするか無効にするかを選択します。

15 (オプション) [詳細] パネルで、DNS 名を入力します。

16 (オプション) セカンダリ DNS 名を入力します。

17 ドメイン ベースのホスト名解決のための接続固有の DNS サフィックスを入力します。

18 WINS サーバ アドレスを入力します。

19 [OK] をクリックします。

IP プールの編集

IP プールを編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [IP プール] をクリックします。

9 編集する IP プールを選択します。

10 編集する IP プールを選択します。

11 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

[IP プールの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

12 必要に応じて編集します。

13 [OK] をクリックします。

IP プールの削除

IP プールを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [Edge] タブをクリックします。

4 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

5 [VPN] タブをクリックします。

6 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

7 [構成] パネルで [IP プール] をクリックします。

8 削除する IP プールを選択します。
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9 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

選択した IP プールが削除されます。

IP プールの有効化

IP プールの IP アドレスがリモート ユーザーに割り当てられるようにする場合は、その IP プールを有効にする必要があり
ます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [Edge] タブをクリックします。

4 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

5 [VPN ] タブをクリックします。

6 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

7 [構成] パネルで [IP プール] をクリックします。

8 有効にする IP プールを選択します。

9 [有効化] ( ） アイコンをクリックします。

選択した IP プールが有効になります。

IP プールの無効化

リモート ユーザーに IP プールから IP アドレスを割り当てない場合は、その IP プールを無効にすることができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [Edge] タブをクリックします。

4 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

5 [VPN] タブをクリックします。

6 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

7 [構成] パネルで [IP プール] をクリックします。

8 無効にする IP プールを選択します。

9
[無効] ( ） アイコンをクリックします。

選択した IP プールが無効になります。

IP プールの順序の変更

SSL VPN は、ＩＰ プールの順序に基づいてリモート ユーザーに ＩＰ アドレスを割り当てます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [Edge] タブをクリックします。
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4 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

5 [VPN ] タブをクリックします。

6 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

7 [構成] パネルで [IP プール] をクリックします。

8 順序を変更する ＩＰ アドレスを選択します。

9
[上へ移動] （ ） または ［下へ移動］ （ ） アイコンをクリックします。

プライベート ネットワークの操作

リモート ユーザーがアクセスできるプライベート ネットワークを追加、編集、または削除できます。

プライベート ネットワークの追加

リモート ユーザーがアクセスできるようにするネットワークを追加します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [プライベート ネットワーク] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします

[プライベート ネットワークの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 プライベート ネットワークの IP アドレスを入力します。

11 プライベート ネットワークのネットマスクを入力します。

12 (オプション) ネットワークの説明を入力します。

13 プライベート ネットワークとインターネット トラフィックを SSL VPN-Plus が有効な vShield Edge を介して送信
するのか、または vShield Edge をバイパスすることによってプライベート サーバに直接送信するのかを指定します。

14 [トンネルを介してトラフィックを送信する] を選択した場合は、 [TCP 最適化の有効化] を選択してインターネット
の速度を最適化します。

従来のフルアクセス SSL VPN トンネルは、インターネット上の暗号化で、2 番目の TCP/IP スタックの TCP/IP デー
タを送信します。これにより、アプリケーション レイヤーのデータは、2 つの別々の TCP ストリームで 2 度カプセ
ル化されることになります。パケット ロスが発生すると (最適なインターネット条件下でも発生します)、TCP-over-
TCP メルトダウンと呼ばれるパフォーマンス劣化効果が発生します。本質的に、2 つの TCP 計測ツールが 1 つの IP
データ パケットを修正することにより、ネットワークのスループットが低下し、接続がタイムアウトになります。
TCP の最適化によってこの TCP-over-TCP 問題を解消し、最適なパフォーマンスを確保します。

15 会社の社内サーバ/マシンにアクセスするリモート ユーザー用に開くポートの番号 (RDP の場合は 3389、FTP の場
合は 20/21、http の場合は 80 など) を入力します。ユーザーに無制限のアクセス権を付与する場合は、 [ポート]
フィールドを空白のままにします。

16 プライベート ネットワークを有効または無効にするかどうかを指定します。
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17 [OK] をクリックします。

次に進む前に

n IP プールを追加します。

n 対応するファイアウォール ルールを追加して、プライベート ネットワーク トラフィックを許可します。

プライベート ネットワークの削除

プライベート ネットワークを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] タブをクリックします。

5 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [プライベート ネットワーク] をクリックします。

9 削除するネットワークをクリックします。

10 [削除] （ ） アイコンをクリックします

選択したネットワークが削除されます。

プライベート ネットワークの有効化

プライベート ネットワークを有効にすると、リモート ユーザーは SSL VPN-Plus を介してそのネットワークにアクセス
できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] タブをクリックします。

5 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [プライベート ネットワーク] をクリックします。

9 有効にするネットワークをクリックします。

10 [有効化] アイコン ( )をクリックします。.

選択したネットワークが有効になります。

プライベート ネットワークの無効化

プライベート ネットワークを無効にすると、リモート ユーザーは SSL VPN-Plus を介してそのネットワークにアクセス
できなくなります。
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手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [Edge] タブをクリックします。

4 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

5 [VPN] タブをクリックします。

6 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

7 [構成] パネルで [プライベート ネットワーク] をクリックします。

8 無効にするネットワークをクリックします。

9
[無効化] ( ） アイコンをクリックします。

選択したネットワークが無効になります。

プライベート ネットワークの順序の変更

SSL VPN-Plus では、リモート ユーザーがプライベート ネットワーク パネルに表示されている順番でプライベート ネッ
トワークにアクセスすることを許可します。

プライベート ネットワークに [Enable TCP Optimization] を選択すると、アクティブ モードの FTP など、一部のアプリ
ケーションがサブネットなしで機能しない場合があります。アクティブ モードで構成されている FTP サーバを追加する
には、その FTP サーバに、TCP 最適化を無効にして別のプライベート ネットワークを追加する必要があります。また、
アクティブな TCP プライベート ネットワークを有効化し、サブネット プライベート ネットワークの上に置く必要もあり
ます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 vShield Edge ゲートウェイをダブルクリックします。

5 [VPN] タブをクリックします。

6 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

7 [構成] パネルで [プライベート ネットワーク] をクリックします。

8
[順序の変更] （ ） アイコンをクリックします

[順序の変更] ダイアログ ボックスが開きます。

9 順序を変更するネットワークを選択します。

10
[上へ移動] （ ） または [下へ移動] （ ） アイコンをクリックします。

11 [OK] をクリックします。

インストール パッケージの操作

SSL クライアントのインストール パッケージを追加、削除、または編集できます。
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インストール パッケージの追加

リモート ユーザーのための SSL VPN-Plus クライアントのインストール パッケージを作成します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで、 [インストール パッケージ] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[インストール パッケージの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 インストール パッケージのプロファイル名を入力します。

11 [ゲートウェイ] で、vShield Edge のパブリック インターフェイスの IP アドレスまたは FQDN を入力します。

この IP アドレスまたは FQDN は、SSL クライアントにバインドされます。クライアントのインストール時に、この
IP アドレスまたは FQDN が SSL クライアントに表示されます。

12 サーバ設定で SSL VPN-Plus に指定したポート番号を入力します。「SSL VPN-Plus サーバ設定の追加 (P. 105)」を参
照してください。

13 (オプション) 追加の vShield Edge アップリンク インターフェイスを SSL クライアントにバインドするには、

a [追加] （ ） アイコンをクリックします。

b IP アドレスとポート番号を入力します。

c [OK] をクリックします。

14 インストール パッケージは、デフォルトでは Windows オペレーティング システム用に作成されます。Linux また
は Mac を選択すると、Linux または Mac オペレーティング システム用のインストール パッケージも作成できます。

15 (オプション) インストール パッケージの説明を入力します。

16 [有効化] を選択し、インストール パッケージ ページにインストール パッケージを表示します。

17 必要に応じて次のオプションを選択します。

オプション 説明

ログオン時にクライアントを起動 リモート ユーザーがこのシステムにログオンすると、SSL VPN クライアントが起動
されます。

パスワード記録を許可 オプションを有効化

サイレント モード インストールを有効化 リモート ユーザーに対してインストール コマンドを表示しません。

SSL クライアント ネットワーク アダプタを
隠す

VMware SSL VPN-Plus アダプタを非表示にします。これは、SSL VPN インストー
ル パッケージと併せてリモート ユーザーのコンピュータにインストールされるもの
です。

クライアント システム トレイ アイコンを
隠す

VPN 接続がアクティブかアクティブでないかを示す SSL VPN トレイ アイコンを非表
示にします。

デスクトップ アイコンを作成 ユーザーのデスクトップに SSL クライアントを起動するアイコンを作成します。
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オプション 説明

サイレント モードの操作を有効化 インストールが完了したことを示すポップアップを非表示にします。

サーバ セキュリティ証明書の検証 SSL VPN クライアントが安全な接続を確立する前に SSL VPN サーバ証明書を検証し
ます。

 

18 [OK] をクリックします。

次に進む前に

リモート ユーザーのユーザー認証情報を追加

インストール パッケージの編集

インストール パッケージを編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで、 [インストール パッケージ] をクリックします。

9 編集するインストール パッケージを選択します。

10 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

[インストール パッケージの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

11 必要に応じて編集します。

12 [OK] をクリックします。

インストール パッケージの削除

インストール パッケージを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで、 [インストール パッケージ] をクリックします。

9 削除するインストール パッケージを選択します。
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10 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

選択した IP プールが削除されます。

ユーザーの操作

ローカル データベースのユーザーを追加、編集、または削除できます。

ユーザーの追加

ローカル データベースにリモート ユーザーを追加します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [ユーザー] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[ユーザーの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 ユーザー ID を入力します。

11 パスワードを入力します。

12 パスワードを再入力します。

13 (オプション) ユーザーの名を入力します。

14 (オプション) ユーザーの姓を入力します。

15 (オプション) ユーザーの説明を入力します。

16 ［パスワードの詳細］ で、 [パスワードは無期限です] を選択すると、そのユーザーには常に同じパスワードが維持さ
れます。

17 [OK] をクリックします。

次に進む前に

SSL VPN サーバ設定を追加します。

ユーザーの編集

ユーザー ID を除くユーザーの詳細を編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。
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5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [ユーザー] をクリックします。

9 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

[ユーザーの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

10 必要に応じて編集します。

11 [OK] をクリックします。

ユーザーの削除

ユーザーを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [ユーザー] をクリックします。

9 削除するユーザーを選択します。

10 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

選択したユーザーが削除されます。

ユーザーのパスワードの変更

ユーザーのパスワードを変更できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [構成] パネルで [ユーザー] をクリックします。

9 [パスワードの変更] アイコンをクリックします。

［パスワードの変更] ダイアログ ボックスが開きます。

10 新しいパスワードを入力します。
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11 新しいパスワードをもう一度入力します。

12 ユーザーが次にシステムにログインするときにパスワードを変更するには、［次のログイン時にパスワードを変更］

をクリックします。

13 [OK] をクリックします。

クライアント構成の編集

リモート ユーザーが SSL VPN にログインしたときに SSL VPN クライアント トンネルが応答する方法を変更できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [クライアント構成] をクリックします。

[クライアント構成の変更] ダイアログ ボックスが開きます。

9 [トンネリング モード] を選択します。

分割トンネル モードでは、VPN フローのみが vShield Edge ゲートウェイを通過します。フル トンネルの場合、
vShield Edge ゲートウェイはリモート ユーザーのデフォルト ゲートウェイとなり、すべてのトラフィック （VPN、
ローカルおよびインターネット） がこのゲートウェイを通過します。

10 フル トンネル モードを選択した場合：

a [ローカル サブネットを除外] を選択すると、VPN トンネルを通過するトラフィックからローカル トラフィック
が除外されます。

b リモート ユーザーのシステムのデフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力します。

11 リモート ユーザーが切断後に自動的に SSL VPN クライアントに再接続するようにするには、 [自動再接続の有効化]
を選択します。

12 リモート ユーザーがコンピュータにログインするとすぐに SSL クライアントのログイン画面が表示されるようにす
るには、 [ログイン時に起動] を選択します。

13 [クライアントのアップグレード通知] を選択すると、クライアントのアップグレードが使用可能になったときに、リ
モート ユーザーに通知が送信されます。リモート ユーザーはそのときに、アップグレードのインストールを選択で
きます。

14 [OK] をクリックします。

ログインおよびログオフ スクリプトの操作

ログインまたはログオフ スクリプトを vShield Edge ゲートウェイにバインドできます。
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スクリプトの追加

複数のログインまたはログオフ スクリプトを追加できます。たとえば、Internet Explorer を gmail.com で開始するよ
うにログイン スクリプトをバインドすることができます。リモート ユーザーが SSL クライアントにログインすると、
Internet Explorer が gmail.com で開きます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [ログイン/ログオフ スクリプト] をクリックします。

9 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[ログイン-ログオフ スクリプトの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

10 [スクリプト] で、 [参照] をクリックし、vShield Edge ゲートウェイにバインドするスクリプトを選択します。.

11 スクリプトの [タイプ] を選択します。

オプション 説明

ログイン リモート ユーザーが SSL VPN にログインするときにスクリプト アクションを実行し
ます。

ログオフ リモート ユーザーが SSL VPN からログアウトするときにスクリプト アクションを実
行します。

両方 リモート ユーザーによる SSL VPN へのログインおよびログアウトの両方のタイミン
グでスクリプト アクションを実行します。

 

12 スクリプトの説明を入力します。

13 [有効] を選択してスクリプトを有効化します。

14 [OK] をクリックします。

スクリプトの編集

vShield Edge ゲートウェイにバインドされたログインまたはログオフ スクリプトのタイプ、説明、およびステータスは、
編集することができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。
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8 [ログイン/ログオフ スクリプト] をクリックします。

9 スクリプトを選択します。

10 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

[ログイン - ログオフ スクリプトの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

11 適切に変更します。

12 [OK] をクリックします。

スクリプトの削除

ログインまたはログオフ スクリプトを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [ログイン/ログオフ スクリプト] をクリックします。

9 スクリプトを選択します。

10 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

スクリプトの有効化

スクリプトが実行されるようにするには、まず有効にする必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [ログイン/ログオフ スクリプト] をクリックします。

9 スクリプトを選択します。

10 [有効化] ( ） アイコンをクリックします。
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スクリプトの無効化

ログイン/ログオフ スクリプトを無効にすることができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [ログイン/ログオフ スクリプト] をクリックします。

9 スクリプトを選択します。

10
[無効化] ( ） アイコンをクリックします。

スクリプトの更新

スクリプトを追加または削除した後は、ログイン/ログオフ スクリプト ページを更新することができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN ] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [ログイン/ログオフ スクリプト] をクリックします。

9 スクリプトを選択します。

10
[更新] ( ） アイコンをクリックします。

スクリプトの順序の変更

スクリプトの順序を変更できます。たとえば、Internet Explorer で gmail.com を開くログインスクリプトを、yahoo.com
を開くログイン スクリプトの上に配置してあるとします。リモート ユーザーが SSL VPN にログインすると、yahoo.com
の前に gmail.com が表示されます。ログイン スクリプトの順序を逆にすると、gmail.com の前に yahoo.com が表示
されるようになります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。
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5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [ログイン/ログオフ スクリプト] をクリックします。

9
[順序の変更] （ ） アイコンをクリックします

[順序の変更] ダイアログ ボックスが開きます。

10 順序を変更するスクリプトを選択します。

11
[上へ移動] （ ） または [下へ移動] （ ） アイコンをクリックします。

12 [OK] をクリックします。

SSL VPN-Plus のログ

SSL VPN-Plus ゲートウェイのログは、vShield Edge アプライアンスで構成されている Syslog サーバに送信されます。
SSL VPN-Plus クライアントのログは、リモート ユーザーのコンピュータの次のディレクトリに格納されます。
%PROGRAMFILES%/VMWARE/SSL VPN Client/.

全般設定の編集

デフォルトの VPN 設定を編集することができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [全般設定] をクリックします。

[全般設定の変更] ダイアログ ボックスが開きます。

9 必要な選択を行います。

選択 宛先

複数のログオンが同じユーザー名を使用する

ことを防ぐ

リモート ユーザーがユーザー名で 1 度だけログインすることを許可する

圧縮の有効化 TCP ベースのインテリジェント データ圧縮を有効化し、データ転送速度を改善します。

ログの有効化 SSL VPN ゲートウェイを通過するトラフィックのログを保持します。

強制仮想キーボード リモート ユーザーによる Web またはクライアントのログイン情報の入力を、仮想
キーボードからの入力のみに限定します。

仮想キーボードのキーのランダム化 仮想キーボードのキーをランダムに配置します。

強制タイムアウトの有効化 指定したタイムアウト時間の経過後、リモート ユーザーを切断します。タイムアウト
時間を分単位で入力します。

セッション アイドル タイムアウト 一定期間ユーザー セッションにアクティビティがない場合、その期間の経過後にユー
ザー セッションを終了します。
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選択 宛先

ユーザー通知 ログイン後にリモート ユーザーに表示されるメッセージを入力します。

パブリック URL アクセスの有効化 リモート ユーザーが管理者によって構成されていない （Web ポータルにリストされ
ていない） 任意のサイトにアクセスすることを許可します。

 

10 [OK] をクリックします。

Web ポータル設計の編集

SSL VPN クライアントにバインドされたクライアント バナーを編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [VPN] タブをクリックします。

7 [SSL VPN-Plus] タブをクリックします。

8 [ポータル カスタマイズ] をクリックします。

[Web ポータル設計の変更] ダイアログ ボックスが開きます。

9 ポータル タイトルを入力します。

10 リモート ユーザーの会社名を入力します。

11 [ロゴ] で、 [変更] をクリックし、リモート ユーザーのロゴのイメージ ファイルを選択します。

12 [色] で、色を変更する対象の番号付き項目の横の色ボックスをクリックし、好みの色を選択します。

13 [OK] をクリックします。

ロード バランサー サービスの管理
vShield Edge には、TCP、HTTP、および HTTPS トラフィックのロード バランシング機能があります。ロード バランシ
ング (Layer 7 まで) は Web アプリケーションでのオート スケーリングを可能にします。

ロード バランシングでは、外部 (またはパブリック) IP アドレスを内部サーバのセットにマッピングします。ロード バラ
ンサーは外部 IP アドレス 上の TCP、HTTP、または HTTPS リクエストを受け入れ、どの内部サーバを使用するか決定し
ます。ポート 8090 は TCP の既定のリスニング ポート、ポート 80 は HTTP の既定のポート、ポート 443 は HTTPS の
既定のポートです。

ロード バランサー サービスの構成
バックエンド サーバのプールを作成し、そのプールがサポートするサービスを指定できます。その後、ロード バランサー
サービスのサーバ プール の背後で 2 つ以上の仮想 マシンを関連付けることができます。

手順

1 サーバ プールの追加 (P. 129)

サーバ プールを追加し、バックエンド サーバを柔軟かつ効率的に管理し、共有することができます。プールは、健
全性モニターおよびロード バランサーの分散方法を管理します。
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2 仮想サーバの追加 (P. 131)

仮想サーバとして vShield Edge 内部インターフェイスまたはアップリンク インターフェイスを追加します。

サーバ プールの追加

サーバ プールを追加し、バックエンド サーバを柔軟かつ効率的に管理し、共有することができます。プールは、健全性
モニターおよびロード バランサーの分散方法を管理します。

手順

1 プールの追加ウィザードを開く (P. 129)

プールの追加ウィザードを開いて、ロード バランサー プールの追加プロセスを開始します。

2 ロード バランサー プールの名前付け (P. 129)

ロード バランサー プールに分かりやすい名前を付け、任意で説明を入力します。

3 プールのサービスの選択と構成 (P. 130)

このプールによってサポートするサービスを選択および構成できます。

4 健全性チェック パラメータの定義 (P. 130)

健全性チェックは、サーバ プール内のすべてのサーバが実行されており、クエリに応答することを確認します。

5 サーバの追加 (P. 131)

バックエンド サーバをプールに追加します。

6 設定の確認とプールの追加 (P. 131)

サーバ プールを追加する前に、入力した設定値を確認してください。

プールの追加ウィザードを開く

プールの追加ウィザードを開いて、ロード バランサー プールの追加プロセスを開始します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ロード バランサー] タブをクリックします。

7 [プール] タブの画面が表示されていることを確認します。

8 [追加] （ ）アイコンをクリックします。

プールの追加ウィザードが開きます。

ロード バランサー プールの名前付け

ロード バランサー プールに分かりやすい名前を付け、任意で説明を入力します。

手順

1 プールの追加ウィザードの [名前と説明] に、ロード バランサー プールの名前を入力します。

2 (オプション) プールの説明を入力します。

3 [次へ] をクリックします。
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プールのサービスの選択と構成

このプールによってサポートするサービスを選択および構成できます。

手順

1 プールの追加ウィザードの [サービス] ページで、サポートするサービスごとに [有効化] をクリックします。

2 有効にしたサービスごとにバランシング方法を選択できます。

オプション 説明

IP_HASH 各パケットの送信元と送信先 IP アドレスのハッシュに基づいて、サーバを選択します。

LEAST_CONN サーバに既存の接続数に基づいて、クライアント要求を複数のサーバに配信します。

新しい接続は、接続数が最も少ないサーバに送信されます。

ROUND_ROBIN 各サーバは、割り当てられている重みに従って順番に使用されます。これは、サーバ

の処理時間が等分されたままになる場合に、最も円滑で公平なアルゴリズムです。

URI URI の左側の部分 (疑問符の前の部分) がハッシュされ、実行中のサーバの合計重みに
よって除算されます。結果により、要求を受信するサーバが指定されます。これによ

り、サーバが起動したり停止したりしない限り、URI がいつも同じサーバに向かうよ
うにします。

 

3 (オプション) 必要に応じて、有効にしたサービスごとにデフォルト ポートを変更します。

4 プールで有効にする追加のサービスごとに、手順 1 から 手順 3 までを繰り返します。

5 [次へ] をクリックします。

健全性チェック パラメータの定義

健全性チェックは、サーバ プール内のすべてのサーバが実行されており、クエリに応答することを確認します。

vShield Edge は、3 つの健全性チェック モードをサポートしています。

オプション 説明

TCP TCP 接続チェック。

HTTP GET / デフォルトの方法を使用し、サーバのステータスを検出します。2xx および 3xx の応答のみが有効です。その他の応
答 （応答なしを含む） はサーバ障害を表します。

SSL SSLv3 クライアントの hello メッセージを使用してサーバをテストします。応答にサーバの hello メッセージが含まれてい
る場合にのみ、サーバは有効であるとみなされます。

手順

1 プールの追加ウィザードの ［Health Check］ ページで、このプールによってサポートされる各サービスの監視ポー
トを必要に応じて変更します。

健全性チェック監視ポートは、サービス ポートとしても使用されます。

2 各サービスの健全性チェック モードを選択します。

3 以下のテーブルに、健全性チェック パラメータがリストされています。必要に応じて、デフォルト値を変更できます。

パラメータ 説明

間隔 サーバが ping される間隔。

タイムアウト この期間内にサーバからの応答を受信する必要があります。

健全性のしきい値 サーバが機能していると判断される前に連続して健全性チェックに合格しなければならない回数。

不健全のしきい値 サーバが機能していないと判断される前に連続して健全性チェックに不合格となる回数。

4 HTTP の場合、HTTP ping 要求で参照されている URI を入力します。

5 [次へ] をクリックします。
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サーバの追加

バックエンド サーバをプールに追加します。

手順

1 プールの追加ウィザードのメンバー ページで、 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

2 サーバの IP アドレスを入力します。

3 このバックエンド サーバが対応すべきリクエスト数の比率を示す重みを入力します。

4 必要に応じてサーバのデフォルト ポートおよび監視ポートを変更します。

5 [Add] をクリックします。

6 手順 手順 1 から 手順 5 を繰り返して、サーバを追加します。

7 [次へ] をクリックします。

設定の確認とプールの追加

サーバ プールを追加する前に、入力した設定値を確認してください。

手順

1 プールの追加ウィザードの [終了準備の完了] ページで、サーバ プールの設定値を確認します。

2 設定を修正するには、 [前へ] をクリックします。

3 設定に同意してプールを追加するには、 [完了] をクリックします。

4 [変更の発行] をクリックしてプール構成を有効にします。

仮想サーバの追加

仮想サーバとして vShield Edge 内部インターフェイスまたはアップリンク インターフェイスを追加します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ロード バランサー] タブをクリックします。

7 [仮想サーバ] タブをクリックします。

8 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

9 仮想サーバの名前を入力します。

10 (オプション) 仮想サーバの説明を入力します。

11 vShield Edge インターフェイスの IP アドレスを入力します。

12 仮想サーバ に関連付けるプールを選択します。

選択したプールにサポートされているサービスが表示されます。

13 [サービス] で、サポートする各サービスについて [有効化] をクリックします。

14 必要に応じて、デフォルトのポート、保存方法、Cookie 名、および Cookie モードの値を変更します。
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15 [有効] をクリックして仮想サーバを有効化します。

16 [ログの有効化] をクリックします。

サーバ プールの編集
サーバ プールを編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ロード バランサー] タブをクリックします。

7 [ポート] タブが開かれていることを確認します。

8 編集するプールを選択します。

9 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

10 必要な変更を行い、 [完了] をクリックします。

サーバ プールの削除
サーバ プールを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ロード バランサー] タブをクリックします。

7 [ポート] タブが開かれていることを確認します。

8 編集するプールを選択します。

9 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

10 適切な変更を行い、 [終了] をクリックします。

仮想サーバの編集

仮想サーバを編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
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4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ロード バランサー] タブをクリックします。

7 [仮想サーバ] タブをクリックします。

8 編集する仮想サーバを選択します。

9 [編集] ( ） アイコンをクリックします。

10 必要な変更を行い、 [完了] をクリックします。

仮想サーバの削除

仮想サーバを削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ロード バランサー] タブをクリックします。

7 [仮想サーバ] タブをクリックします。

8 削除する仮想サーバを選択します。

9 [削除] （ ） アイコンをクリックします。

高可用性について

高可用性 （HA） により、仮想化されたネットワーク上で常に vShield Edge アプライアンスが使用できるようになりま
す。vShield Edge のインストール時またはインストール済みの vShield Edge インスタンス上のいずれかで、HA を有
効にできます。

ステートフル高可用性

プライマリ vShield Edge アプライアンスがアクティブ状態であり、セカンダリ アプライアンスがスタンバイ状態です。
すべての vShield Edge サービスは、アクティブなアプライアンス上で動作します。プライマリ アプライアンスは、スタ
ンバイ アプライアンスとともにハートビートを維持し、内部インターフェイスを通じてサービスのアップデートを送信し
ます。

一定時間内 （デフォルトは 6 秒） にプライマリ アプライアンスからハートビートが受信されない場合、プライマリ アプ
ライアンスは非活動と判断されます。スタンバイ アプライアンスがアクティブ状態となり、プライマリ アプライアンス
のインターフェイス構成を引き継いで、プライマリ アプライアンスで実行されている vShield Edge サービス を起動し
ます。切り替えの実行時には、設定およびレポートの [System Events] タブにシステム イベントが表示されます。ロー
ド バランサーおよび VPN サービスでは、vShield Edge との TCP 接続を再確立する必要があるため、サービスが短い間
中断されます。仮想ワイヤ接続およびファイアウォール セッションは、プライマリ アプライアンスとセカンダリ アプラ
イアンスの間で同期されているため、切り替え時のサービスの中断はありません。

vShield Edge アプライアンスが失敗し、不良状態が報告されると、HA は失敗したアプライアンスを復活させるために
強制的な同期を行います。アプライアンスが復活すると、その時点でアクティブ状態のアプライアンスの構成を引き継ぎ、

スタンバイ状態を維持します。vShield Edge アプライアンスが非活動状態の場合、アプライアンスを削除し、新しいア
プライアンスを追加しなければなりません。
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vShield Edge は、プライマリ アプライアンスの構成をスタンバイ アプライアンスにレプリケートします。あるいは、手
動で 2 つのアプライアンスを追加することもできます。VMware は、プライマリ アプライアンスとセカンダリ アプライ
アンスを別々のリソース プールおよびデータストアに作成することをお勧めしています。プライマリ アプライアンスと
セカンダリ アプライアンスを同じデータストアに作成する場合は、HA アプライアンス ペアが違う ESX ホストにデプロ
イされるよう、クラスタ内のすべてのホストに渡ってデータストアが共有されていなければなりません。データストアが

ローカル ストレージの場合は、両方の仮想マシンが同じホスト上にデプロイされます。

vShield Edge は、DRS および vMotion を使用した後であっても、2 つの HA vShield Edge 仮想マシンが同じ ESX ホ
スト上に存在することのないようにします （vMotion を使用して手動で同じホストにした場合を除く）。2 つの仮想マシ
ンは、構成したアプライアンスと同じリソース プールおよびデータストアにある vCenter にデプロイされます。vShield
Edge HA の HA 仮想マシンにはローカル リンク IP が割り当てられるため、それらの仮想マシンは相互に通信できます。
管理 IP アドレスを指定してローカル リンクをオーバーライドすることができます。

syslog サーバが構成されている場合は、アクティブなアプライアンス上のログが syslog サーバに送信されます。

vSphere High Availability
vShield Edge HA は、vSphere HA と互換性があります。.vShield Edge インスタンスが動作しているホストが非活動
の場合、vShield Edge は、スタンバイ ホスト上で再起動され、それによって vShield Edge HA のペアが別のフェイル
オーバーに対応できるようになります。

vSphere HA を利用しない場合でも、アクティブとスタンバイの vShield Edge HA ペアは、1回のフェイルオーバー後
も有効となります。ただし、2 回目の HA ペアがリストアされる前に別のフェイルオーバーが発生した場合は、vShield
Edge の可用性が損なわれる可能性があります。

vSphere HA の詳細については、『vSphere の可用性』を参照してください。.

HA 構成の変更
vShield Edge のインストール時に指定した HA 構成を変更できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 syslog サーバを指定する vShield Edge をダブルクリックします。

6 [構成] タブをクリックします。

7 [設定] リンクをクリックします。

8 [HA 構成] パネルで [変更] をクリックします。

9 [HA 構成の変更] ダイアログ ボックスで、適宜変更を行います。

10 [OK] をクリックします。

DNS サーバの構成
vShield Edge がクライアントからの名前解決要求をリレーできる外部の DNS サーバを構成できます。 vShield Edge
は、クライアント アプリケーションの要求を DNS サーバにリレーし、ネットワーク名を完全に解決し、サーバからの応
答をキャッシュします。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。
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3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ステータス] タブをクリックします。

7 [DNS 構成] パネルで、 [変更] をクリックします。

8 [DNS サービスを有効化] をクリックして DNS サーバを有効化します。

9 両方の DNS サーバの IP アドレスを入力します。

10 必要に応じてデフォルトのキャッシュ サイズを変更します。

11 [ログの有効化] をクリックし、DNS トラフィックのログを記録します。

生成されたログは syslog サーバに送信されます。

12 ログ レベルを選択します。

13 [OK] をクリックします。

リモート Syslog サーバの構成
1 つか 2 つのリモート Syslog サーバを構成できます。vShield Edge アプライアンスから流れるファイアウォール イベ
ントに関連した vShield Edge のイベントとログは、Syslog サーバに送信されます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 Syslog サーバを指定する対象の vShield Edge インスタンスをダブルクリックします。

6 [ステータス] タブをクリックします。

7 [詳細] パネルで、Syslog サーバの横の [変更] をクリックします。

8 両方のリモート Syslog サーバの IP アドレスを入力します。

9 [追加] をクリックして構成を保存します。

CLI 認証情報の変更
コマンド ライン インターフェイス （CLI） へのログインで使用する認証情報を編集できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスを選択します。

6
[その他のアクション] （ ） アイコンをクリックし、 [CLI 認証情報の変更] を選択します。

7 適切に編集します。

第 9 章 vShield Edge の管理

VMware, Inc.  135



8 [OK] をクリックします。

ラージまたは X ラージへの vShield Edge のアップグレード
コンパクト vShield Edge インスタンスをインストールした場合は、ラージまたは X ラージ vShield Edge インスタンス
にアップグレードできます。

開始する前に

n コンパクト vShield Edge インスタンスには、256 MB のメモリと 200 MB のディスク領域が必要です。

n ラージ vShield Edge インスタンスには、1 GB のメモリと 256 MB のディスク領域が必要です。

n X ラージ vShield Edge インスタンスには、8 GB のメモリと 256 MB のディスク領域が必要です。百万単位の同時
セッションでロード バランサー サービスが使用される環境では、X ラージ vShield Edge インスタンスが推奨され
ます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 コンパクト vShield Edge インスタンスを選択します。

6
[その他のアクション] （ ）アイコンをクリックし、 [ラージにアップグレード] または [X ラージにアップグレー
ド] を選択します。

vShield Edge インスタンスがアップグレードされます。

vShield Edge のテクニカル サポート ログのダウンロード
テクニカル サポート ログは、vShield Edge インスタンスごとにダウンロードできます。vShield Edge インスタンスで
高可用性が有効になっている場合は、両方の vShield Edge 仮想マシンからサポート ログがダウンロードされます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] タブをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスを選択します。

6
[その他のアクション] （ ）アイコンをクリックし、 [テクニカル サポート ログのダウンロード] を選択します。

7 テクニカル サポート ログが生成されたら、 [ダウンロード] をクリックします。

8 [ダウンロード先の選択] ダイアログ ボックスで、ログ ファイルを保存するディレクトリを参照します。

9 [保存] をクリックします。

10 [閉じる] をクリックします。
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vShield Edge と vShield Manager の同期
vShield サービスが応答していない場合、またはサービスが vShield Manager が示すものと同期されていない場合は、
vShield Manager から vShield Edge に同期要求を送信できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスを選択します。

6
[その他のアクション] （ ）アイコンをクリックし、 [強制同期] を選択します。

vShield Edge の再デプロイ
強制同期の後、vShield サービスが期待どおりに動作しない場合は、vShield Edge インスタンスを再デプロイできます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 インベントリ パネルから、データ センター リソースを選択します。

3 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.

4 [エッジ] リンクをクリックします。

5 vShield Edge インスタンスを選択します。

6
[その他のアクション] （ ）アイコンをクリックし、 [Edge の再デプロイ] を選択します。

vShield Edge 仮想マシンが新しい仮想マシンで置き換えられ、すべてのサービスがリストアされます。再デプロイして
も正常に動作しない場合は、vShield Edge 仮想マシンをパワーオフし、vShield Edge をもう一度再デプロイします。

注意   再デプロイは次の場合に効果が得られないことがあります。

n vShield Edge をインストールしたリソース プールが vCenter インベントリ内に存在しなくなったか、その MOID
(vCenter Server 内の識別子) が変更された。

n vShield Edge をインストールしたデータストアが破損した/アンマウントされたか、アクセス不能になった。

n vShield インターフェイスが接続されている dvportGroups が vCenter インベントリ内に存在しなくなったか、そ
の MOID (vCenter Server 内の識別子) が変更された。

上の条件のいずれかが真の場合は、REST API 呼び出しを使用して、リソース プール、データストアー、または dvPortGroup
の MOID を更新する必要があります。『vShield API プログラミング ガイド』を参照してください。
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サービス挿入管理 10
VMware パートナーは、NetX サービスをパートナーの VMware 仮想環境と統合することができます。

提供するサービスの設計後、サービス仮想マシンを実装し、提供されるサービスまたは提供する別のサービスの各レベル

の設定値と構成パラメータを含んだベンダー テンプレートを作成できます。

サービス管理者は、サービス マネージャとサービスを vShield Manager に登録し、サービスの健全性とパフォーマンス
を監視します。

サービスの消費者は、サービス プロファイルを作成してネットワークの領域で動作するサービスを構成し、サービスのベ
ンダー固有属性を編集することができます。その後、サービスを仮想ワイヤにバインドできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n ネットワーク サービスの挿入 (P. 139)

n サービス優先の変更 (P. 142)

n サービス マネージャの編集 (P. 142)

n サービス マネージャの削除 (P. 142)

n サービスの編集 (P. 143)

n サービスの削除 (P. 143)

n サービス プロファイルの編集 (P. 143)

n サービス プロファイルの削除 (P. 144)

ネットワーク サービスの挿入
VMware ソリューション パートナー (ベンダー) は、パートナーのソリューションと vShield Manager を統合し、これ
らのソリューションのプロビジョニングと消費を自動化できます。ネットワーク サービスは、ネットワーク エッジで挿
入することができ、ロード バランシングなどの vShield Edge サービスや vShield Edge ファイアウォールと連携動作で
きます。

手順

1 サービス マネージャの登録 (P. 140)

ソリューション プロバイダのサービス マネージャを vShield Manager に登録する必要があります。お使いのサー
ビス マネージャが、vShield 環境内のサービスを管理します。

2 サービスの登録 (P. 140)

vShield Manager に登録するパートナーのサービスを登録します。
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3 サービス プロファイルの作成 (P. 141)

サービスの消費者は、サービスを実行するために仮想インフラストラクチャによって求められる構成と、そのサー

ビスに関するプロバイダ特有の構成を組み合わせた設定を示すサービス プロファイルを作成できます。プロバイダ
特有の構成の例としては、ネットワーク-地域-認識、サービスの品質などが挙げられます。また、プロバイダ特有
のサービスの属性を編集することもできます。

4 サービスのデプロイ (P. 141)

仮想ワイヤでサービスをデプロイできます。

サービス マネージャの登録
ソリューション プロバイダのサービス マネージャを vShield Manager に登録する必要があります。お使いのサービス
マネージャが、vShield 環境内のサービスを管理します。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Service Insertion] をクリックします。

3 [Managers] タブをクリックします。

4 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

[Create Service Manager] ダイアログ ボックスが開きます。

5 サービス マネージャの名前を入力します。

6 (オプション) サービス マネージャの説明を入力します。

7 (オプション) [Administrative URL] に、ソリューション プロバイダのサービス マネージャの URL を入力します。

8 (オプション) [Base API URL] に、サービス マネージャの REST API が使用できる Web サイトの URL を入力します。

ベース API URL は、VMware 仮想環境に直接統合されているソリューションにのみ指定する必要があります。

9 (オプション) [Vendor Details] に、ソリューション プロバイダの ID および名前を入力します。

10 [Credentials] に、サービス マネージャへログインするためのユーザー名とパスワードを入力します。

11 [OK] をクリックします。

作成したサービス マネージャがサービス マネージャ テーブルに追加されます。

サービスの登録

vShield Manager に登録するパートナーのサービスを登録します。

開始する前に

VMware ソリューション プロバイダからサービス テンプレートが提供されているはずです。テンプレートでは、追加す
るサービスのレベルが定義されたり、サービスに関するその他の情報が提供されたりします。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Service Insertion] をクリックします。

3 [サービス] タブをクリックします。

4 [追加] （ ） アイコンをクリックします。

Service Wizard が開きます。
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5 サービスの名前を入力します。

6 追加するサービスのカテゴリを選択します。

7 サービスのサービス マネージャを選択します。

8 サービスの説明を入力します。

9 [次へ] をクリックします。

10 サービス構成またはその他のベンダー情報を追加し、 [追加] ( ） アイコンをクリックします。

[Create Vendor Template] ダイアログ ボックスが開きます。

11 ベンダー テンプレートの ID および名前を入力します。

12 テンプレートの説明を入力します。

13 [OK] をクリックします。

14 [Service Configuration] で、[Next] をクリックします。

15 サービスおよび構成の詳細を確認します。

16 [終了] をクリックします。

サービスがサービス テーブルに追加されます。

サービス プロファイルの作成
サービスの消費者は、サービスを実行するために仮想インフラストラクチャによって求められる構成と、そのサービスに

関するプロバイダ特有の構成を組み合わせた設定を示すサービス プロファイルを作成できます。プロバイダ特有の構成の
例としては、ネットワーク-地域-認識、サービスの品質などが挙げられます。また、プロバイダ特有のサービスの属性を
編集することもできます。

1 つのサービスに、複数のサービス プロファイルを設定できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Services] タブが開かれていることを確認します。

3 プロファイルを作成するサービスをクリックします。

4 [Service Profiles] タブをクリックします。

5 [追加] （  アイコンをクリックします。.

［Create Service Profile］ ダイアログ ボックスが開きます。

6 プロファイルの名前と説明を入力します。

7 属性を編集するベンダー テンプレートを選択します。

8 必要な属性の値を編集します。

9 [OK] をクリックします。

サービスのデプロイ

仮想ワイヤでサービスをデプロイできます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルからデータセンター リソースを選択します。

2 [ネットワーク仮想化] タブをクリックします。.
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3 [Virtual Wires] タブをクリックします。

4 [Name] 列で、サービスをデプロイする仮想ワイヤをクリックします。

5 [利用可能なサービス] パネルで、 [サービスを有効にする] をクリックします。

6 [このネットワークにサービス プロファイルを適用] ダイアログ ボックスで、適用するサービスとサービス プロファ
イルを選択します。

7 [Apply] をクリックします。

サービス優先の変更

サービスは、サービス テーブルに記載されている順序で適用されます。テーブル内で、サービスの位置を上下に移動する
ことができます。

開始する前に

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Service Insertion] をクリックします。

3 [サービス] タブをクリックします。

4 移動するサービスを選択します。

5
 をクリックします。

6
[上へ移動] （ ） または [下へ移動] （ ） アイコンをクリックし、サービスを適切な位置に移動します。

7 [OK] をクリックします。

サービス マネージャの編集
サービス マネージャを編集できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Managers] タブが開かれていることを確認します。

3 編集するサービス マネージャをクリックします。

4 [編集] をクリックします。

[サービス マネージャの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

5 必要に応じて編集します。

6 [OK] をクリックします。

サービス マネージャの削除
サービス マネージャを削除できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Service Insertion] をクリックします。

3 [Managers] タブが開かれていることを確認します。
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4 削除するサービス マネージャをクリックします。

5 [削除] アイコン （ ） をクリックします。

サービスの編集

必要に応じてサービスを編集できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Services] タブが開かれていることを確認します。

3 編集するサービスをクリックします。

4 [編集] をクリックします。

[サービスの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

5 必要に応じて編集します。

6 [OK] をクリックします。

サービスの削除

サービスを削除できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Service Insertion] をクリックします。

3 [サービス] タブをクリックします。

4 削除するサービスをクリックします。

5 [削除] アイコン （ ） をクリックします。

サービス プロファイルの編集
サービス プロファイルの説明、テンプレート、または属性を編集できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Service Insertion] をクリックします。

3 [Services] タブが開かれていることを確認します。

4 プロファイルを作成するサービスをクリックします。

5 [Service Profiles] タブをクリックします。

6 編集するプロファイルをクリックします。

7 [編集] をクリックします。

[サービス プロファイルの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

8 必要に応じて編集します。

9 [OK] をクリックします。
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サービス プロファイルの削除
サービス プロファイルを削除できます。

手順

1 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

2 [Service Insertion] をクリックします。

3 [Services] タブが開かれていることを確認します。

4 プロファイルを削除するサービスをクリックします。

5 [Service Profiles] タブをクリックします。

6 削除するプロファイルをクリックします。

7 [削除] アイコン （ ） をクリックします。
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vShield App の管理 11
vShield App はハイパーバイザーに基づくファイアウォールであり、仮想データセンター内のアプリケーションをネット
ワークを介した攻撃から保護します。組織は、仮想マシン間のネットワーク通信を監視して制御することができます。IP
アドレスなどの物理構造だけでなく、VMware vCenter™ コンテナや vShield セキュリティ グループなどの論理構造に
基づく、アクセス制御ポリシーを作成できます。また、IP アドレスの柔軟な設定によって、同じ IP アドレスを複数のテ
ナント ゾーンで使用できるため、プロビジョニングが簡素化されます。

VMware vMotion が機能し、仮想マシンが ESX ホスト間で移動する際に仮想マシンの保護が維持されるようにするに
は、vShield App をクラスタ内のすべての ESX ホスト上にインストールする必要があります。既定では、vShield App
仮想アプライアンスを vMotion を使用して移動させることはできません。

この章では次のトピックについて説明します。

n vShield App システム イベントの Syslog サーバへの送信 (P. 145)

n vShield App の現在のシステム ステータスの表示 (P. 146)

n vShield App の再起動 (P. 146)

n vShield App と vShield Manager との強制同期 (P. 146)

n vShield App インターフェイスごとのトラフィック統計情報の表示 (P. 147)

n vShield App のテクニカル サポート ログのダウンロード (P. 147)

n vShield App Firewall のフェイル セーフ モードの構成 (P. 147)

n vShield App 保護からの仮想マシンの除外 (P. 147)

vShield App システム イベントの Syslog サーバへの送信
ファイアウォール イベントに関連した vShield App システム メッセージを ｖ Shiedl App アプライアンスから Syslog
サーバに送信できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからホストを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。

4 [Service Virtual Machines] 領域で、vShield App SVM を展開します。

5 [Syslog サーバ] 領域で、Syslog サーバの IP アドレスを入力します。
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6 [Log Level] ドロップダウン メニューから、vShield App イベントを syslog サーバに送信する、下限のイベント レ
ベルを選択します。

たとえば、 [Emergency] を選択すると、緊急のイベントのみが syslog サーバに送信されます。 [Critical] を選択す
ると、重要度高、アラートおよび緊急のイベントが syslog サーバに送信されます。

vShield App のイベントは、最大で 3 つの syslog インスタンスに送信できます。

7 [保存] をクリックして新しい設定を保存します。

vShield App の現在のシステム ステータスの表示
[[System Status]] オプションでは、vShield App の健全性を表示および操作できます。 システム統計、インタフェース
のステータス、ソフトウェアのバージョン、環境変数などの詳細データが含まれます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからホストを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。

4 [Service Virtual Machines] 領域で、vShield App SVM を展開します。

Resource Utilization パネルに、vShield App のシステムの詳細が表示されます。

vShield App の再起動
vShield App を再起動することで、機能上の問題をトラブルシューティングできます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからホストを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。

4 [Service Virtual Machines] 領域で、vShield App SVM を展開します。

5 [Restart] をクリックします。

vShield App と vShield Manager との強制同期
[[Force Sync]] オプションでは、vShield App を強制的に vShield Manager に再同期します。 この操作は、ソフトウェ
アのアップグレード後に必要になる場合があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからホストを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。

4 [Service Virtual Machines] 領域で、vShield App SVM を展開します。

5 [Force Sync] をクリックします。
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vShield App インターフェイスごとのトラフィック統計情報の表示
トラフィックの統計情報は、vShield インターフェイスごとに表示できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからホストを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。

4 [Service Virtual Machines] 領域で、vShield App SVM を展開します。

Management Port Interface パネルに、vShield App のトラフィック統計情報が表示されます。

vShield App のテクニカル サポート ログのダウンロード
vShield App をインストールした各ホストのテクニカル サポート ログをダウンロードできます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからホストを選択します。

3 サービス仮想マシンで、 [Download Support logs] をクリックします。

4 [Log file generated; click here to download] をクリックします。

5 ログ ファイルを開くか、保存します。

vShield App Firewall のフェイル セーフ モードの構成
デフォルトでは、vShield App アプライアンスが失敗した場合、あるいは使用不可の場合、トラフィックがブロックされ
ます。フェイル セーフ モードを変更してトラフィックの通過を許可することができます。

手順

1 vShield Manager にログインします。

2 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

3 [vShield App] タブをクリックします。

4 [フェイル セーフ] で、 [変更] をクリックします。

5 [App 失敗ポリシーの変更] で、 [はい] をクリックします。

vShield App 保護からの仮想マシンの除外
vShield App 保護から一連の仮想マシンを除外することができます。 この除外リストは、指定された vShield Manager
内のすべての vShield App のインストールに適用されます。 1 台の仮想マシンに複数の vNIC がある場合は、そのすべ
てが保護から除外されます。

vShield Manager とサービス仮想マシンは、自動的に vShield App 保護から除外されます。 トラフィックの自由なフ
ローを許可するには、vCenter Server とパートナーのサービス仮想マシンの両方を除外する必要があります。
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ｖ Shield App 保護から仮想マシンを除外する機能は、vShield App が利用されているのと同じクラスタに vCenter
Server が存在する場合に効果的です。この機能を有効にすると、除外された仮想マシンからのトラフィックは vShield
App アプライアンスを通過しません。

注意   vCenter Server は vShield App によって保護されているクラスタに移動できますが、vCenter Server への接続
問題を防止するため、すでに除外リストに追加されている必要があります。

手順

1 vShield Manager にログインします。

2 vShield Manager インベントリ パネルから [Settings & Reports] をクリックします。

3 [App Global Configuration ] タブをクリックします。

4 [Virtual Machines Exclusion List] で、 [Add] をクリックします。

Add Virtual Machines to Exclude ダイアログ ボックスが開きます。

5 Select の隣のフィールドをクリックし、除外したい仮想マシンをクリックします。

6 [Select] をクリックします。

選択した仮想マシンがリストに追加されます。

7 [OK] をクリックします。
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vShield App の Flow Monitoring 12
Flow Monitoring は vShield App を通過する仮想ネットワーク上のトラフィック詳細を提供する、トラフィック解析
ツールです。Flow Monitoring の出力では、どのマシンが、どのアプリケーションを使用してデータを交換しているか
が定義されます。このデータにはセッション数、パケット、セッションごとの転送バイト数などが含まれます。セッショ

ンの詳細には、使用されているセッション、アプリケーション、およびポートのソース、ターゲット、方向などの情報が

含まれます。セッションの詳細は、ファイアウォールの許可またはブロック ルールの作成で使用できます。

Flow Monitoring は要注意サービスや発信データの科学捜査として利用できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n Flow Monitoring データの表示 (P. 149)

n Flow Monitoring レポートからの App Firewall ルールの追加または編集 (P. 152)

n Flow Monitoring チャートの日付範囲の変更 (P. 153)

Flow Monitoring データの表示
指定された時間範囲内に vShield App によって検査されたトラフィック セッションを表示できます。デフォルトでは直
前 24 時間のデータが表示され、最小時間範囲は 1 時間、最大時間は 2 週間です。

手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想マシン、ポート グループ、ネットワーク アダプタ、または仮想ワイヤを
選択します。

オプション 操作

データセンターまたは仮想マシンの選択 a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターまたは仮想マシンを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

ポート グループまたはネットワーク アダプ
タの選択

a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b ポート グループまたはネットワーク アダプタを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤの選択 a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
注意   仮想マシンの [Flow Monitoring] タブは、仮想ワイヤが作成されたクラスタ内
の少なくとも 1 つのホストに vShield App がインストールされている場合にのみ、
使用可能です。Flow monitoring のデータは、vShield App がインストールされて
いるホストを通過するトラフィックに関してのみ表示されます。
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2 [Flow Monitoring] をクリックします。

チャートが更新され、最近 24 時間の最新の情報が表示されます。これには数秒間かかります。

ページの上部のバーには、許可されたトラフィックの割合が緑で、ブロックされたトラフィックが赤で、SpoofGuard
によってブロックされたトラフィックがオレンジ色で表示されます。

トラフィック統計は次の 3 つのタブに表示されます。

n [上位フロー] には、指定された時間におけるサービスあたりの着信トラフィックと発信トラフィックの合計が表
示されます。上位 5 つのサービスが表示されます。

n [上位ターゲット] には、指定された時間におけるターゲットあたりの着信トラフィックが表示されます。上位 5
つのターゲットが表示されます。

n [上位ソース] には、指定された時間におけるソースあたりの発信トラフィックが表示されます。上位 5 つのソー
スが表示されます。

それぞれのタブには、トラフィック情報が線グラフで表示されます。グラフ上の点にマウスを移動すると、選択した

タブ、トラフィックが vShiedl App を通過した日時、およびパケット サイズに応じて、アプリケーション/プロト
コル:ポート、トラフィック ソース、またはターゲットが表示されます。
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3 [詳細] タブをクリックします。

選択したサービスのすべてのトラフィックの詳細が表示されます。 [記録をもっと表示する] をクリックすると、追加
のフローが表示されます。 [許可されたフロー] タブには許可されたトラフィック セッションが表示され、 [ブロック
されたフロー] タブにはブロックされたトラフィックが表示されます。

サービス名で検索することができます。

4 そのトラフィック フローを許可またはブロックしたルールを表示するには、テーブルで項目をクリックします。

[説明] 列には、このトラフィックがルールと SpoofGuard のどちらによってブロックされたのかが示されます。追
加のフローを表示するには、 [その他のレコードを読み込む] をクリックします。

5 ルールをグループ化するには、 [グループ化] ドロップダウンで適切なオプションを選択します。

6 ルール詳細を表示するルールの [ルール ID] をクリックします。
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Flow Monitoring レポートからの App Firewall ルールの追加または編集
トラフィック データにドリル ダウンすると、リソースの使用について評価し、セッション情報を App Firewall に送信し
て、任意のレベルで新しい許可/拒否ルールを作成できます。

手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想マシン、ポート グループ、ネットワーク アダプタ、または仮想ワイヤを
選択します。

オプション 操作

データセンターまたは仮想マシンの選択 a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターまたは仮想マシンを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

ポート グループまたはネットワーク アダプ
タの選択

a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b ポート グループまたはネットワーク アダプタを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤの選択 a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
注意   仮想マシンの [Flow Monitoring] タブは、仮想ワイヤが作成されたクラスタ内
の少なくとも 1 つのホストに vShield App がインストールされている場合にのみ、
使用可能です。Flow monitoring のデータは、vShield App がインストールされて
いるホストを通過するトラフィックに関してのみ表示されます。

 

2 [Flow Monitoring] をクリックします。

チャートが更新され、最近 24 時間の最新の情報が表示されます。これには数秒間かかります。

3 [詳細] タブをクリックします。

[記録をもっと表示する] をクリックすると、追加のフローが表示されます。

4 トラフィック フローを表示するサービスをクリックします。

このサービスを許可あるいは拒否したすべてのルールが表示されます。

5 ルールの詳細を表示するルール ID をクリックします。

6 次のいずれかの処理を行います。

n ルールを編集するには：

1 [アクション] 列の [ルールの編集] をクリックします。
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2 ルールの名前、アクション、またはコメントを変更します。

3 [ OK] をクリックします。

n ルールを追加するには：

1 [アクション] 列の [ルールの追加] をクリックします。

2 フォームに入力し、ルールを追加します。

プロトコル、IP アドレス、または MAC アドレスを、ファイアウォール ルールのソースまたはターゲット
として追加することはできません。ルールのソースまたはターゲットが IP または MAC アドレスの場合
は、そのアドレスの IPSet または MACSet を作成する必要があります。ルールのソースまたはターゲット
がプロトコルの場合は、そのアドレスのサービスを作成する必要があります。

ファイアウォール ルールのフォームの記入については、「ファイアウォール ルールの追加 (P. 157)」 を参
照してください。

3 [OK] をクリックします。

ルールは、ファイアウォール ルール テーブルの最上部に追加されます。

Flow Monitoring チャートの日付範囲の変更
Flow Monitoring データの日付範囲を変更して、トラフィック データの履歴を表示するようにできます。

手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想マシン、ポート グループ、ネットワーク アダプタ、または仮想ワイヤを
選択します。

オプション 操作

データセンターまたは仮想マシンの選択 a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターまたは仮想マシンを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

ポート グループまたはネットワーク アダプ
タの選択

a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b ポート グループまたはネットワーク アダプタを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤの選択 a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。
注意   仮想ワイヤの [Flow Monitoring] タブは、仮想ワイヤが作成されたクラスタ内
の少なくとも 1 つのホストに vShield App がインストールされている場合にのみ、
使用可能です。Flow monitoring のデータは、vShield App がインストールされて
いるホストを通過するトラフィックに関してのみ表示されます。

 

2 [Flow Monitoring] をクリックします。

チャートが更新され、最近 24 時間の最新の情報が表示されます。これには数秒間かかります。

3 [期間] の横の [変更] をクリックします。

4 期間を選択するか、新しい開始および終了日を入力します。

トラフィック フロー データを表示できる最長の期間は、2 週間前までです。

5 [Update] をクリックします。
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vShield App Firewall の管理 13
vShield App はファイアウォール保護アクセスポリシーの実行を提供します。App Firewall タブは管理リストへの vShield
App アクセスを表示しています。

この章では次のトピックについて説明します。

n App Firewall の使用 (P. 155)

n ファイアウォール ルールの使用 (P. 157)

n SpoofGuard の使用 (P. 162)

App Firewall の使用
App Firewall サービス は ESX ホスト のための集中管理ファイアウォールです。App Firewall により、仮想マシンとの
相互のアクセスを許可またはブロックするルールを作成できます。インストールされた各 vShield App は App Firewall
ルールを実行します。

App Firewall ルールをネームスペース レベルで管理することにより、これらのコンテナの下に位置する複数の vShield
App インスタンスにわたって一貫したルール セットを提供できます。ネームスペース レベルには、データセンター、仮
想ワイヤ、独立ネームスペースでのポート グループなどのレベルがあります。これらのコンテナのメンバーシップの動的
な変化に合わせ、App Firewall はファイアウォールのルールを再設定することなく、既存のセッションの状態を維持しま
す。この方法により、App Firewall は管理されたコンテナ下で各 ESX ホスト上の連続的なスペースを確保します。

マルチ テナント環境における名前空間
名前空間機能により、vShield App がマルチ テナント モードで機能することができます。各テナントが、独自のファイ
アウォール ルールとセキュリティ グループを持つことができます。

デフォルトでは、データセンター内のすべてのポート グループが同じ IP 空間を共有します。1 つのポート グループに独
立した名前空間を割り当てると、そのポート グループにはデータセンター レベルのファイアウォール ルールが適用され
なくなります。

ポート グループに独立した IP アドレスを割り当てるには

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ネットワーク] に進みます。

2 リソース ツリーからポート グループを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。

4 [Namespace] をクリックします。

5 [Change to Independent namespace] をクリックします。

6 [Reload] をクリックして、更新された情報を表示します。
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サービスおよびサービス グループについて
サービスはプロトコルとポートを組み合わせたものであり、サービス グループは 2 つ以上のサービスを組み合わせたもの
です。サービスおよびサービス グループのファイアウォール ルールを定義できます。

アプリケーションの作成の詳細については、「サービスおよびサービス グループの操作 (P. 21)」 を参照してください。

セキュリティ グループの設計
App Firewall のルール作成では、コンテナ内ですべてのリソースを取り囲む特定のコンテナにおけるトラフィックの出入
りをベースとしたルールを作成することができます。例えば、クラスタの外部のある特定の送信先をターゲットとする、

クラスタの内部からのトラフィックをすべてブロックするルールを作成できます。VLAN ID のタグが付けられていないす
べての着信トラフィックをブロックするルールを作成できます。あるコンテナを送信元または送信先として指定すると、

そのコンテナ内のすべての IP アドレスがルールに取り込まれます。

セキュリティ グループとは、App Firewall を保護するために作成し、リソースを割り当てる、信頼されたゾーンのこと
です。セキュリティ グループは vApp やクラスタのようなコンテナです。セキュリティ グループでは、仮想マシンやネッ
トワーク アダプタなどのリソースを任意に割り当てることにより、コンテナを作成することができます。セキュリティ グ
ループが定義されたら、グループをソースのコンテナとして、または App Firewall ルールの送信先フィールドとして追
加します。詳細については、「オブジェクトのグループ化 (P. 24)」を参照してください。

セキュリティ グループのスコープは、それが作成されるリソース レベルに限定されています。たとえば、セキュリティ
グループをデータセンター レベルで作成する場合、データセンター レベルでファイアウォールのルールを作成するとき
にのみ、そのセキュリティ グループはソースまたはターゲットとして追加できます。データセンター内の独立した名前空
間を使用してポート グループのルールを作成した場合は、セキュリティ グループを利用できません。

App Firewall のシステム定義のルールについて
デフォルトの App Firewall ルールでは、すべてのトラフィックがすべての vShield App インスタンスを通過できます。
L3 トラフィックのデフォルト ルールは、 [General] タブのファイアウォール テーブルに表示され、L2 トラフィックの
デフォルト ルールは、 [Ethernet] タブのファイアウォール テーブルに表示されます。デフォルト ルールは常に、ルール
テーブルの下部に表示され、削除や追加はできません。ただし、各ルールの [Action] の要素 （ [Allow] から [Block] へ）、
ルールのコメントおよびそのルールのトラフィックをログ記録するかどうかを変更できます。

全般ルールとイーサネット ルールについて
[App Firewall] タブには、複数の構成可能なルール セットがあります。レイヤー 3 （L3） ルール （ [General] タブ）
およびレイヤー 2 （L2） ルール （ [Ethernet] タブ）。

デフォルトでは、すべての全般およびイーサネット トラフィックの通過が許可されます。データセンター、仮想ワイヤ、
およびポート グループのルールを、独立した名前空間レベルで構成できます。

ファイアウォール ルールの優先
各 vShield App は App Firewall のルールを上から順に実行していきます。vShield App は各トラフィック セッション
を App Firewall テーブルの一番上のルールに照らし合わせてチェックし、その後、順にテーブルの下層のルールに照ら
し合わせてチェックします。テーブル内のルールのうち、トラフィック パラメータと一致する最初のルールが適用されま
す。

イーサネット ルールは一般ルールより先に適用されます。
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App Firewall ルール施行の計画
App Firewall を使用することにより、ネットーワーク ポリシーに従って許可ルールとブロック ルールを設定できます。

次に、2 つの一般的なファイアウォール ポリシーの例を示します。

すべてのトラフィックをデ

フォルトで許可

デフォルトのすべて許可ルールを維持したまま、Flow Monitoring データや手動の
App Firewall ルール構成に基づいてブロック ルールを追加します。このシナリオで
は、セッションがどのブロック ルールにも合致しない場合、vShield App はそのトラ
フィックの通過を許可します。

すべてのトラフィックをデ

フォルトでブロック

デフォルトのルールの [Action] ステータスを [Allow] から [Block] に変更し、特定の
システムおよびアプリケーションに対する許可ルールを明示的に追加することができま

す。このシナリオでは、セッションがどの許可ルールにも合致しない場合、vShield
App はトラフィックが目的地に達する前にセッションをドロップします。すべてのデ
フォルト ルールを「すべてのトラフィックをブロック」に変更すると、vShield App
はすべてのトラフィックの出入りを遮断します。

ファイアウォール ルールの使用
アプリケーションのインストールの前あるいは後に、L3 および L2 のファイアウォール ルールを構成し、発行できます。
アプリケーションがインストールされると、最後に発行されたファイアウォール ルールが適用されます。

ファイアウォール ルールの追加
さまざまなコンテナ （データセンター、仮想ワイヤ、独立した名前空間を持つポート グループ） レベルでファイアウォー
ル ルールを追加できます。ソースおよびターゲットのレベルで、1 つのルールにつき複数のオブジェクトを追加すること
により、作成する必要のあるファイアウォール ルールの総数を減らすことができます。

手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想ワイヤ、または独立した名前空間を持つポート グループを選択します。

ファイアウォール ルール レベル 方法

データ センター a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。

独立した名前空間を持つポート グループ a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

 

第 13 章 vShield App Firewall の管理

VMware, Inc.  157



2 [App Firewall] タブをクリックします。仮想ワイヤの場合、 [ファイアウォール] タブが開かれていることを確認し
ます。

3 [全般] タブが開かれていることを確認し、L3 ルールを追加します。 [イーサネット] タブをクリックし、L2 ルールを
追加します。

4 次のいずれかの操作を行います。

n ファイアウォール テーブル中の特定の場所にルールを追加するには、次の手順に従ってください。

a ルールを選択します。

b 番号の列で、  をクリックし、 [上に追加] または [下に追加] を選択します。

n ルールをコピーしてルールを追加するには、次の手順に従ってください。

a ルールを選択します。

b [コピー] （ ） アイコンをクリックします。

c ルールを選択します。

d 番号の列で、  をクリックし、 [上に貼り付け] または [下に貼り付け] を選択します。

u [追加] （ ） アイコンをクリックします。

選択したルールの下に新しい許可ルールが追加されます。ファイアウォール テーブルにシステム定義のルール
しかない場合は、新しいルールはデフォルトのルールの上に追加されます。

5 新しいルールの [名前] セルをポイントし、  をクリックします。

6 新しいルールの名前を入力します。
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7 新しいルールの [ソース] セルをポイントし、  をクリックします。

a [ビュー] で、通信の発生元のコンテナを選択します。

選択したコンテナのオブジェクトが表示されます。

b
1 つ以上のオブジェクトを選択し、  をクリックします。

新しいセキュリティ グループまたは IPSet を作成できます。新しいオブジェクトを作成すると、デフォルトで
ソースの列に追加されます。新しいセキュリティ グループまたは IPSet の作成については、「オブジェクトのグ
ループ化 (P. 24)」 を参照してください。

c ソース ポートを指定するには、 [詳細オプション] をクリックし、ポート番号と範囲を入力します。

d [ソースの無効化] を選択し、このソース ポートをルールから除外します。

オプション 結果

[ソースの無効化] を選択 ルールは、手順 7c で指定したソースを除くすべてのソースから受信するトラフィックに適
用されます。

[ソースの無効化] を選択しない ルールは、手順 7c で指定したソースから受信するトラフィックに適用されます。

e [OK] をクリックします。

8 新しいルールの [ターゲット] セルをポイントし、  をクリックします。

a [ビュー] で、通信のターゲットのコンテナを選択します。

選択したコンテナのオブジェクトが表示されます。

b
1 つ以上のオブジェクトを選択し、  をクリックします。

新しいセキュリティ グループまたは IPSet を作成できます。新しいオブジェクトを作成すると、デフォルトで
ターゲットの列に追加されます。新しいセキュリティ グループまたは IPSet の作成については、「オブジェクト
のグループ化 (P. 24)」 を参照してください。

c ターゲット ポートを指定するには、 [詳細オプション] をクリックし、ポート番号と範囲を入力します。

d [ターゲットの無効化] を選択し、このターゲット ポートをルールから除外します。

オプション ルールの適用対象

[ターゲットの無効化] を選択 手順 8c で指定したターゲットを除くすべてのターゲットへのトラフィック。

[ターゲットの無効化] を選択しない 手順 8c で指定したターゲットへのトラフィック。

e [OK] をクリックします。

9 新しいルールの [アクション] セルをポイントし、  をクリックします。

a [ブロック] をクリックし、指定したソースおよびターゲットとの送受信トラフィックをブロックします。

b [ログ] をクリックし、このルールと一致するすべてのセッションのログを記録します。

ログを有効にするとパフォーマンスに影響が出る場合があります。

c 必要に応じてコメントを入力します。

d [OK] をクリックします。

10 [Publish Changes] をクリックして、新しいルールをすべての vShield App インスタンスに適用します。

次に進む前に

n  をクリックし、ルールを無効化するか、  をクリックしてルールを有効化します。
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n

ルール テーブル内の追加の列を表示するには、  をクリックし、適切な列を選択します。

カラム名 表示される情報

ルール ID 各ルールに対してシステムが生成した一意の ID

Log このルールのトラフィックがログ記録されるかどうか

統計
 をクリックすると、このルール （セッション数、トラフィック パケットおよびサイズ） の影響を受けるトラフィッ

クが表示されます

コメント ルールのコメント

n 検索フィールドにテキストを入力し、ルールを検索します。

ファイアウォール ルールの削除
作成した ファイアウォール ルールは削除できますが、デフォルト ルールは削除できません。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

ファイアウォール ルール レベル 方法

データ センター a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。
d [App Firewall] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。
e [ファイアウォール] タブが開かれていることを確認します。

独立した名前空間を持つポート グループ a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ネットワーク] に進みます。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [App Firewall] タブをクリックします。

 

2 ルールをクリックします。

3 [ルールの削除] （ ） をクリックします。
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以前のファイアウォール構成に戻す

vShield Manager は、新しいルールを発行するたびに App Firewall の設定を保存します。 [Publish Changes] をクリッ
クすると、vShield Manager は、新しいルールを追加する前に、以前の構成をタイムスタンプとともに保存します。こ
れらの構成は、 [History] ドロップダウン リストから選択できます。vShield Manager はそれ以前の 10 構成を保存しま
す。

手順

1 次のいずれかの操作を行います。

ファイアウォール ルール レベル 方法

データ センター a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。
d [App Firewall] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。
e [ファイアウォール] タブが開かれていることを確認します。

独立した名前空間を持つポート グループ a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ネットワーク] に進みます。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [App Firewall] タブをクリックします。

 

2
[履歴オプション] ( ) をクリックし、 [履歴のロード] を選択します。

[履歴のロード] ダイアログ ボックスに、最新の構成を先頭にして、タイムスタンプ順に前の構成が表示されます。

3 復帰する構成を選択します。

4 [OK] をクリックします。

5 Load Configuration ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

6 [Publish Changes] をクリックします。

選択した構成がロードされます。

ルールの順序の変更

ファイアウォール ルールは、ルール テーブルに記載されている順序で適用されます。テーブル内で、カスタム ルールの
位置を上下に移動することができます - デフォルト ルールは常にテーブルの最下部にあり、移動することはできません。
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手順

1 次のいずれかの操作を行います。

ファイアウォール ルール レベル 方法

データ センター a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。
d [App Firewall] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。
e [ファイアウォール] タブが開かれていることを確認します。

独立した名前空間を持つポート グループ a vSphere Client で、 [インベントリ] - [ネットワーク] に進みます。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。
d [App Firewall] タブをクリックします。

 

2 移動するルールを選択します。

3
[ルールを上へ移動] （ ） または [ルールを下へ移動] （ ） アイコンをクリックします。

4 [Publish Changes] をクリックします。

SpoofGuard の使用
vCenter Server と同期した後、vShield Managerは各仮想マシン上の VMware Toolsから すべての vCenter ゲスト仮
想マシンの IP アドレスを収集します。vShield 4.1 までは、vShieldは仮想マシン上の VMware Tools から提供された
IP アドレスを信頼していました。しかし、仮想マシンがセキュリティ侵害を受けた場合、IP アドレス をなりすまし悪意
のあるデータ転送がファイアウォール ポリシーを通り抜ける可能性があります。

SpoofGuard では VMware Tools から送られた IP アドレスを認証し、なりすましを防ぐために必要に応じて変更するこ
とができます。SpoofGuard は本質的に VMX ファイルと vSphere SDK から集められた仮想マシンの MAC アドレスを
信用します。App Firewall ルールと別個に運用することにより、SpoofGuard を使用して、なりすましと判断されたト
ラフィックをブロックすることができるのです。

有効化した場合、 以下のモードのいずれかで、SpoofGuard を 仮想マシンから送られた IP アドレスの監視と管理に使う
ことができます。

Automatically Trust IP
Assignments On Their First
Use

このモードでは、仮想マシンからのトラフィックの通過をすべて許可しつつ、vnic-to-
IP アドレス割り当てテーブルを作成します。必要なときにこのテーブルをレビューし、
IP アドレスを変更することができます。

Manually Inspect and
Approve All IP
Assignments Before Use

このモードでは、各MAC－ IP アドレス割り当てを承認するまではすべてのトラフィッ
クはブロックされます。

注意   SpoofGuard ではモードに関わらず本質的に DHCP リクエストを許可します。しかし、手動検査モードでは、
DHCP に割り当てられた IP アドレス が承認されるまで、トラフィックは通過できません。
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SpoofGuard 画面 オプション
SpoofGuard インターフェイスには、次のオプションがあります。

表 13‑1.  SpoofGuard 画面 オプション

オプション 説明

Active Virtual NICs 検証されたすべての IP アドレスのリスト

Active Virtual NICs Since Last Published ポリシーが更新されてから承認された IP アドレスのリスト

Virtual NICs IP Required Approval トラフィックがこれらの仮想マシンに出入りできるようになる前に承認が必要な IP アドレ
スの変更

Virtual NICs with Duplicate IP 選択されたデータセンター内で割り当てられた既存の IP アドレスと重複する IP アドレス

Inactive Virtual NICs 発行された IP アドレスに現在の IP アドレスがマッチしていない IP アドレスのリスト

Unpublished Virtual NICs IP IP アドレスの割り当てを修正後まだ発行していない仮想マシンのリスト

SpoofGuard の有効化
一度有効にすれば、SpoofGuard を使用して vCenter インベントリ全体の IP アドレス割り当てを管理できます。

重要   SpoofGuard を有効化する前に、すべての vShield App インスタンスを vShield App 1.0.0 Update 1 またはそ
れ以降にアップグレードしてください。

手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想ワイヤ、または独立した名前空間を持つポート グループを選択します。

SpoofGuard スコープ 方法

データ センター a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。

独立した名前空間を持つポート グループ a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

 

2 [SpoofGuard] タブをクリックします。

3 SpoofGuard ウィンドウの右側にある [編集] をクリックします。

4 [SpoofGuard] で、 [有効化] をクリックします。

5 [Operation Mode] では、以下のうちの 1つを選びます：

オプション 説明

Automatically Trust IP Assignments on
Their First Use

vShield Manager での最初の登録で IP の割り当てをすべて信頼するには、このオプ
ションを選択します。

Manually Inspect and Approve All IP
Assignments Before Use

すべての IP アドレスを手動で承認するには、このオプションを選択します。承認され
ない IP アドレスから出入りするすべてのトラフィックはブロックされます。
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6 セットアップでローカル IP アドレスを許可するには、 [このネームスペースでローカル アドレスを有効なアドレス
として許可する] をクリックします。

仮想マシンをパワーオンしても DHCP サーバに接続できない場合、その仮想マシンにはローカル IP アドレスが割り
当てられます。このローカル IP アドレスは、SpoofGuard モードが [このネームスペースでローカル アドレスを有
効なアドレスとして許可する] に設定されている場合にのみ有効と見なされます。それ以外の場合、ローカル IP アド
レスは無視されます。

7 [OK] をクリックします。

IP アドレスの承認
SpoofGuard をすべての IP アドレス割り当ての手動承認が必要に設定した場合、仮想マシンからのトラフィックを許可
するには IP アドレス割り当てを承認する必要があります。

手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想ワイヤ、または独立した名前空間を持つポート グループを選択します。

ファイアウォール ルール レベル 方法

データ センター a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。

独立した名前空間を持つポート グループ a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

 

2 [SpoofGuard] タブをクリックします。

3 オプション リンクのうち 1つをクリックします。

4 IP アドレスを承認する仮想 NIC を選択します。

5 [検出された IP を承認] をクリックします。

6 [Publish Now] をクリックします。

IP アドレスの修正
MAC アドレスに割り当てた IP アドレスを書き直し、割り当てた IP アドレスを修正できます。

注意   SpoofGuard は仮想マシンから一意の IP アドレスを受け付けます。しかし、 IP アドレスの割り当ては一度しかで
きません。承認された IP アドレスは vShield システム全体で唯一のものです。IP アドレスの重複承認はできません。
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手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想ワイヤ、または独立した名前空間を持つポート グループを選択します。

ファイアウォール ルール レベル 方法

データ センター a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。

独立した名前空間を持つポート グループ a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

 

2 [SpoofGuard] タブをクリックします。

3 [承認が必要な仮想 NIC IP] または [重複した IP の仮想 NIC] リンクをクリックします。

4 [承認された IP] セルをポイントして、 をクリックします。

5 新しい IP アドレスを入力します。

6 [OK] をクリックします。

7 [Publish Now] をクリックします。

IP アドレスの削除
SpoofGuard テーブルからMAC－ IP アドレス割り当てを削除し、もはやアクティブでない仮想マシンをテーブルから削
除することができます。削除されたインスタンスは、SpoofGuard のビューされたトラフィックと現在の有効な状態を元
に SpoofGuard テーブルに再表示できます。

手順

1 vSphere Client で、データセンター、仮想ワイヤ、または独立した名前空間を持つポート グループを選択します。

ファイアウォール ルール レベル 方法

データ センター a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動します。
b データセンターを選択します。

c [vShield] タブをクリックします。

仮想ワイヤ a [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に移動し、 [ネットワーク仮想化] タブ
を選択します。

b [ネットワーク] タブをクリックします。
c [名前] 列で、ルールを追加する仮想ワイヤをクリックします。
d [セキュリティ] タブをクリックします。

独立した名前空間を持つポート グループ a [インベントリ] - [ネットワーク] に移動します。
b 独立した名前空間を持つポート グループを選択します。
c [vShield] タブをクリックします。

 

2 [SpoofGuard] タブをクリックします。

3 オプション リンクのうち 1つをクリックします。

4 [承認済み IP の解除] をクリックします。

5 [Publish Now] をクリックします。
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vShield Endpoint のイベントとアラーム 14
vShield Endpoint は、アンチウィルスおよびアンチマルウェア エージェントの負荷を、VMware パートナーが提供す
る、専用のセキュアな仮想アプライアンスに移して軽くします。セキュアな仮想アプライアンスは（ゲスト仮想マシンと

は異なり）オフラインになることはないので、アンチウィルス シグネチャを継続的に更新することができ、ホスト上の仮
想マシンに対して中断されることなく保護を提供することができます。また、新しい仮想マシン（またはオフラインになっ

ていた既存の仮想マシン）は、オンラインになった時点で、最も新しいアンチウィルス シグネチャにより即座に保護され
ます。

vShield Endpoint の健全性ステータスは、vCenter Server コンソールに赤で表示されるアラームを使用して示されま
す。さらに、イベント ログを見ることで詳しいステータス情報が得られます。

重要   vShield Endpoint のセキュリティのためには vCenter Server を正しく設定する必要があります：

n すべてのゲスト オペレーティング システムが vShield Endpoint によりサポートされているわけではありません。
サポート外のオペレーションシステムを搭載した仮想マシンはセキュリティ ソリューションによって保護されませ
ん。サポートされているオペレーティング システムについては、『<vShield クイック スタート ガイド>』の「vShield
Endpoint のインストール」のセクションを参照してください。

n 保護された仮想マシンを含むリソース プール内のすべてのホストでは、リソース プール内で仮想マシンが 1 つの
ESX ホストから別のホストに vMotion で移動された場合でも引き続き保護されるように、vShield Endpoint 用の
準備を行っておく必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n vShield Endpoint のステータスの表示 (P. 167)

n vShield Endpoint のアラーム (P. 168)

n vShield Endpoint イベント (P. 168)

n vShield Endpoint の監査メッセージ (P. 169)

vShield Endpoint のステータスの表示
vShield Endpoint インスタンスの監視は vShield Endpoint コンポーネントからのステータスのチェックにより行われ
ます。SVM （ Security Virtual Machine ） は ESX ホスト の常駐する vShield Endpoint モジュールで、また保護され
た仮想マシンの常駐するシン・エージェントでもあります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからデータセンター、クラスター、または ESX ホスト リソースを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。
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4 [Endpoint] をクリックします。

vShield Endpoint の健全性およびアラームのページには、選択したデータセンター、クラスタ、または ESX ホスト
の下のオブジェクトの健全性およびアクティブなアラームが表示されます。 健全性ステータスの変化は、その変化
の原因となったイベントが実際に発生してから 1 分以内に反映されます。

vShield Endpoint のアラーム
注目が必要な vShield Endpoint のイベントは、アラームで vCenter Server 管理者に知らされます。アラームはそのス
テータスが解除されると自動的にキャンセルされます。

vCenter Server はカスタム vSphere プラグインなしでも表示できます。イベントとアラームについては vCenter Server
管理ガイドを参照してください。

vShield Manager が vCenter Server の拡張として登録されると、vShield Manager は以下の 3つの vShield Endpoint
コンポーネントからのイベントを基にしてアラームを生成、解除するルールを定義します：SVM、vShield Endpoint モ
ジュール、シン エージェントルールはカスタマイズできます。アラームの新しいカスタム ルールを作成する方法につい
ては、vCenter Server のドキュメントを参照してください。いくつかのケースでは、アラームの発生には複数の原因が
あることがあります。下記のテーブルでは、可能性のある原因とそれに対応した改善のためのアクションがリストされて

います。

ホスト アラーム
ホスト アラームは vShield Endpoint モジュールのヘルス ステータスに影響を及ぼすイベントにより生成されます。

表 14‑1.  エラー （赤で表示）

可能性のある原因 操作

vShield Endpoint モジュールはホストにインストール
されているが、ステータスを vShield Manager に報告
していません。

1 ホストにログインし、/etc/init.d/vShield-Endpoint-Mux
start コマンドを入力して、vShield Endpoint が動作していることを
確かめてください。

2 vShield Endpoint が vShield Manager に接続できるように、ネットワー
クが適切に構成されていることを確かめます。

3 vShield Manager を再起動します。

SVM アラーム
SVM アラームは SVM の健全性ステータスに影響を及ぼすイベントによって生成されます。

表 14‑2.  SCM 赤 アラーム

問題 操作

vShield Endpoint モジュールとプロトコル バージョン
が一致しない。

vShield Endpoint モジュールと SVM に、互いに互換性のあるプロトコルが
設定されていることを確認します。

vShield Endpoint が SVM への接続を確立できない。 SVM がパワーオン状態で、ネットワークが適切に構成されていることを確認し
ます。

ゲストが接続されていても SVM がステータスを報告し
ない。

内部エラー。VMware のサポート担当者に問い合わせてください。

vShield Endpoint イベント
イベントは、vShield Endpoint ベースのセキュリティ システム内のログや状況の監査に使われます。

イベント はカスタム vSphere プラグインなしでも表示できます。イベントとアラームについては vCenter Server 管理
ガイドを参照してください。

イベントはアラーム生成の基となるものです。 vShield Manager が vCenter Server の拡張として登録されると、vShield
Manager はアラームを生成、解除するルールを定義します。
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すべてのイベントの共通引数はイベント タイムスタンプと vShield Manager event_id です。

次の表は、SVM および vShield Manager （VSM） によって報告される vShield Endpoint のイベントのリストです。

表 14‑3.  vShield Endpoint イベント

説明 重要度 VC 引数

vShield Endpoint ソリューション <SolutionName> が有効化されまし
た。 VFile プロトコルのサポート対象バージョン <versionNumber> です。

情報 タイムスタンプ

ESX モジュールが有効化されました。 情報 タイムスタンプ

ESX モジュールがアンインストールされました。 情報 タイムスタンプ

vShield Manager と ESX モジュールとの接続が失われました。 情報 タイムスタンプ

vShield Endpoint ソリューション <SolutionName> が、互換性のない
バージョンの ESX モジュールによって接触されました。

エラー タイムスタンプ、ソリューションの

バージョン、ESX モジュールのバー
ジョン

ESX モジュールと <SolutionName> との接続が失敗しました。 エラー タイムスタンプ、ESX モジュールの
バージョン、ソリューションのバー

ジョン

vShield Endpoint と SVM との接続が失敗しました。 エラー タイムスタンプ

vShield Endpoint と SVM との接続が失われました。 エラー タイムスタンプ

vShield Endpoint の監査メッセージ
致命的なエラーやその他の重要な監査メッセージは vmware.log にログされます。

以下の状態が AUDIT メッセージとしてログされます。

n シン エージェント初期化成功 （とバージョン情報）。

n シン エージェント初期化失敗。

n SVM との最初の接続確立。

n SVM との接続に失敗 （初めての失敗の時）。

生成されたログ メッセージは各ログ メッセージの近くに以下の従属文字列を持っています。vf-AUDIT, vf-ERROR, vf-
WARN, vf-INFO, vf-DEBUG
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vShield Data Security の管理 15
vShield Data Security は、組織の仮想化されたクラウド環境内に格納されている機密データを表示できるようにします。
vShield Data Security でアクセス違反が報告されるため、機密データの適切な保護や、世界各地の規制へのコンプライ
アンスの評価が可能になります。

vShield Data Security の使用を開始するには、ポリシーを作成して、組織内のデータ セキュリティに適用される規制を
定義し、スキャン対象になる環境の領域およびファイルを指定します。 規制は、コンテンツ ブレードで構成されていま
す。これは、検出すべき機密のコンテンツを特定するものです。vShield は、PCI、PHI および PII 関連の規制のみをサ
ポートしています。

Data Security スキャンを開始すると、vShield が vSphere インベントリ内の仮想マシン上のデータを分析し、検出され
た違反の数とポリシーに違反するファイルを報告します。

すべてのデータ セキュリティ タスクを、REST API を使用して実行できます。 詳細については、『vShield API プログラ
ミング ガイド』 を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n vShield Data Security のユーザー ロール (P. 171)

n データ セキュリティ ポリシーの定義 (P. 172)

n データ セキュリティ ポリシーの編集 (P. 174)

n データ セキュリティ スキャンの実行 (P. 174)

n レポートの表示とダウンロード (P. 175)

n 正規表現の作成 (P. 176)

n 利用可能な規制 (P. 176)

n 利用可能なコンテンツ ブレード (P. 192)

n サポートされるファイル形式 (P. 211)

vShield Data Security のユーザー ロール
ユーザーのロールによって、そのユーザーが実行できる操作が決まります。

ロール 許可される操作

Security Administrator ポリシーの作成および発行と、違反に関するレポートの表示。 データ セキュリティ スキャンを開始または停
止することはできません。

vShield Administrator データ セキュリティ スキャンの開始および停止。

Auditor 構成済みポリシーと違反に関するレポートの表示。
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データ セキュリティ ポリシーの定義
環境内の機密データを検出するには、データ セキュリティ ポリシーを作成する必要があります。 ポリシーを作成するに
は、セキュリティ管理者でなければなりません。

ポリシーを定義するには、次の内容を指定する必要があります。

1 規制

規制とは、PCI （Payment Card Industry）、PHI （Protected Health Information）、および PII （Personally
Identifiable Information） の情報を保護するためのデータ プライバシー法です。 会社で順守する必要がある規制
を選択できます。 スキャンを実行すると、vShield Data Security によって、ポリシーに指定された規制に違反す
る、慎重に扱う必要があるデータが特定されます。

2 参加領域

デフォルトでは、vSphere インフラストラクチャ全体が vShield Data Security によってスキャンされます。 イン
ベントリのサブセットをスキャンするために、セキュリティ グループを除外したり含めたりすることができます。
リソース （クラスタ、データセンターまたはホスト） が除外されたセキュリティ グループと含まれているセキュリ
ティ グループの両方にある場合は、除外リストが優先され、そのリソースはスキャンされません。

3 ファイル フィルタ

フィルタを作成して、スキャン対象のデータに制限を設けたり、機密データが含まれている可能性がないファイルの

種類をスキャンから除外したりすることができます。

規制の選択

企業データが準拠する必要がある規制を選択すると、それらの規制に違反する情報が含まれているファイルを vShield で
確認できます。

開始する前に

セキュリティ管理者のロールが自分に割り当てられている必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 データセンターを選択します。

注意   データセンターを選択しても、構成するポリシーは vSphere インベントリ全体に適用されます。

3 [vShield] タブをクリックし、 [データ セキュリティ] をクリックします。

4 [Policy] タブをクリックし、 [Regulations and standards to detect] を展開します。

5 [Edit] をクリックし、 [All] をクリックして、使用可能なすべての規制を表示します。

6 コンプライアンス状態の検出の対象となる規制を選択します。

注意   利用可能な規制の詳細については、「利用可能な規制 (P. 176)」を参照してください。

7 [Next] をクリックします。

8 規制によっては、vShield Data Security で機密データを認識できるようにするために、追加情報が必要です。団体
保険番号、患者識別番号、医療記録番号、健康保険受給者番号、銀行口座番号、カスタム アカウント、または学生
証番号を監視する規制を選択した場合は、そのデータを識別するための正規表現パターンを指定します。

注意   正規表現が正確であることを確認してください。正確でない正規表現を指定すると、検出プロセスの速度が低
下する可能性があります。正規表現の詳細については、「正規表現の作成 (P. 176)」を参照してください。

9 [Finish] をクリックします。
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10 既存のポリシーを更新する場合は、 [Publish Changes] をクリックしてそのポリシーを適用します。

ポリシー スキャンに参加する領域の指定
デフォルトでは、vSphere インフラストラクチャ全体が vShield Data Security によってスキャンされます。 インベン
トリのサブセットをスキャンするために、セキュリティ グループを除外したり含めたりすることができます。 リソース
（クラスタ、データセンターまたは仮想マシン） が除外されたセキュリティ グループと含まれているセキュリティ グルー
プの両方にある場合は、除外リストが優先され、そのリソースはスキャンされません。

vShield の特殊なアプライアンス （vShield Endpoint、Shield App アプライアンスおよび vShield Endpoint を利用す
るパートナー アプライアンスなど） は、vShield Data Security によってスキャンされません。

開始する前に

セキュリティ管理者のロールが自分に割り当てられている必要があります。

手順

1 Data Security パネルの Policy タブで、 [Participating Areas] を展開します。

2 データ セキュリティ スキャンにセキュリティ グループを含めるには、 [Scan the following infrastructure] の隣
の [Change] をクリックします。

a Include Security Groups ダイアログ ボックスにスキャンに含めるセキュリティ グループの名前を入力します。

b [Add] をクリックします。

c [Save] をクリックします。

3 データ セキュリティ スキャンから既存のセキュリティ グループを除外するには、 [次の領域を除く] の隣の [変更] を
クリックします。

a Exclude Security Groups ダイアログ ボックスにスキャンから除外するセキュリティ グループの名前を入力し
ます。

b [Add] をクリックします。

c [Save] をクリックします。

4 既存のポリシーを更新する場合は、 [Publish Changes] をクリックしてそのポリシーを適用します。

ファイル フィルタの指定
サイズ、最終更新日、またはファイル拡張子に基づいて、監視対象にするファイルを制限することができます。

開始する前に

セキュリティ管理者のロールが自分に割り当てられている必要があります。

手順

1 Data Security パネルの [Policy] タブで、 [Files to scan] を展開します。

2 [Edit] をクリックします。
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3 インベントリ内の仮想マシン上のすべてのファイルを監視するか、適用する制限を選択することができます。

オプション 説明

ゲスト仮想マシン上のすべてのファイルを

監視

vShield Data Security ですべてのファイルがスキャンされます。

次の条件を満たすファイルのみを監視 必要に応じて次のオプションを選択します。

n [Size] を選択すると、指定したサイズに満たないファイルだけが vShield Data
Security でスキャンされます。

n [Last Modified Date] を選択すると、指定された日付までに変更されたファイ
ルだけが vShield Data Security でスキャンされます。

n [Types:] スキャンするファイルのタイプを入力するには、 [Only files with the
following extensions] を選択します。スキャンから除外するファイルのタイプ
を入力するには、 [All files, except those with extensions] を選択します。

 
vShield Data Security で検出可能なファイル形式については、「サポートされるファイル形式 (P. 211)」 を選択し
てください。

4 [Save] をクリックします。

5 既存のポリシーを更新する場合は、 [Publish Changes] をクリックしてそのポリシーを適用します。

データ セキュリティ ポリシーの編集
データ セキュリティ ポリシーを定義した後で、選択した規制、スキャンに参加している領域、またはファイル フィルタ
を変更することで、そのポリシーを編集できます。 編集後のポリシーを適用するには、そのポリシーを発行する必要があ
ります。

開始する前に

セキュリティ管理者のロールが自分に割り当てられていることを確認します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 データセンターを選択します。

注意   データセンターを選択しても、編集後のポリシーは vSphere インベントリ全体に適用されます。

3 [vShield] タブをクリックし、 [データ セキュリティ] をクリックします。

4 [Policy] タブをクリックし、編集するセクションを展開します。

5 必要に応じて変更を加えます。

6 [Save] をクリックします。

7 既存のポリシーを更新する場合は、 [Publish Changes] をクリックしてそのポリシーを適用します。

注意   スキャンの実行中にポリシーを発行すると、スキャンが再度開始されます。この再スキャンによって、すべて
の仮想マシンが編集後のポリシーに確実に準拠するようになります。

データ セキュリティ スキャンの実行
データ セキュリティ スキャンを実行すると、仮想環境内の、ポリシーに違反するデータが識別されます。

開始する前に

データ セキュリティ スキャンを開始、一時停止、または停止するには、vShield 管理者である必要があります。
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手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 [vShield] タブをクリックし、 [データ セキュリティ] をクリックします。

3 [Start] をクリックします。

注意   仮想マシンがパワーオフの場合、パワーオン状態になるまでスキャンは実行されません。

スキャンが進行中の場合、使用可能なオプションは [Pause] と [Stop] です。

データセンター内のすべての仮想マシンが、スキャン中に 1 回スキャンされます。スキャンの実行中にポリシーを編集し
て発行すると、スキャンが再度開始されます。この再スキャンによって、すべての仮想マシンが編集後のポリシーに確実

に準拠するようになります。再スキャンは、仮想マシン上でのデータ更新ではなく、編集済みポリシーの発行によって起

動されます。

データ セキュリティ スキャンの進行中に、スキャンから除外されたクラスタまたはリソース プールに仮想マシンが移動
された場合、その仮想マシン上のファイルはスキャンされません。vMotion を使用して仮想マシンが別のホストに移動さ
れた場合、スキャンは 2 番目のホストで続行されます （仮想マシンが前のホスト上にあったときにスキャンされたファイ
ルは、再スキャンされません）。

Data Security エンジンが仮想マシンのスキャンを開始するときには、スキャンの開始時刻が記録されます。スキャンが
終了すると、スキャンの終了が記録されます。 [Tasks and Events] タブを選択して、クラスタ、ホスト、または仮想マ
シンのスキャン開始時刻とスキャン終了時刻を表示できます。

vShield Data Security は、パフォーマンスに与える影響を最小限に抑えるため、ホスト上で一度にスキャンされる仮想
マシンの数をスロットルします。 VMware では、パフォーマンスのオーバーヘッドを避けるため、通常の営業時間中は
スキャンを一時停止することをお勧めしています。

レポートの表示とダウンロード

セキュリティ スキャンを開始すると、vShield には各スキャンの開始時間と終了時間、スキャン対象の仮想マシンの数、
および検出された違反の件数が表示されます。

開始する前に

セキュリティ管理者または監査人のロールが自分に割り当てられていることを確認します。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] を選択します。

2 レポートを表示するデータセンター、クラスタ、リソース プール、または仮想マシンを選択します。

3 [vShield] タブをクリックします。

4 [Data Security] タブをクリックします。

5 [レポート] タブが開かれていることを確認します。

表 15‑1.  レポート タブに表示される情報

セクション 表示される情報

現在のスキャン ス
テータス

現在のスキャンのステータス

スキャンの統計 スキャン済みの仮想マシンの数、スキャン中の仮想マシンの数、およびまだスキャンが開始されていない仮想

マシンの数が円グラフで表示されます。
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表 15‑1.  レポート タブに表示される情報 (続き)

セクション 表示される情報

違反情報 違反の多かった規制および最も多くの違反が報告された仮想マシン。

スキャン履歴 各スキャンの開始時間と終了時間、スキャン対象の仮想マシンの数、および検出された違反の件数。 [Action]
コラムの [Download Complete Report] をクリックすると、スキャンの完全なレポートをダウンロードでき
ます。

正規表現の作成

正規表現とは、文字列とも呼ばれるテキストの文字の特定の並びを記述するパターンです。正規表現は、テキスト本文内

の特定の文字列または文字列のクラスを検索するため、またはマッチする項目を探すために使用します。

正規表現の使用方法はワイルドカード検索に似ていますが、それよりもはるかに強力です。非常にシンプルなものも、非

常に複雑なものも使用できます。シンプルな正規表現の例としては、<cat> があります。

これは、適用するテキスト内でこの文字列が最初に表れる箇所を検索します。<cat> という語だけを見つけて、<cats>
や <hepcat> を検索しないようにするには、もう少し複雑になった<\bcat\b> を使用します。

この表現には、<cat> という文字列の前後に単語区切りがある場合にのみマッチするように、特殊文字が含まれていま
す。別の例としては、一般的なワイルドカード文字列 <c+t> による検索とほぼ同じ検索を行う<\bc\w+t\b> があります。

これは、単語区切り文字（\b）に文字 <c>、1 文字以上のホワイトスペースや区切り文字以外の文字（\w+）、文字 <t>、
単語区切り文字（\b）が続くということを意味しています。この表現は <cot>、<cat>、<croat> にマッチしますが、
<crate> にはマッチしません。

表現は非常に複雑なものにすることもできます。次の表現は任意の有効な電子メール アドレスにマッチします。

\b[A-Za-z0-9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}\b

正規表現を作成する方法の詳細については、http://userguide.icu-project.org/strings/regexpを参照してください。

利用可能な規制

以下には、vShield Data Security 内で利用可能な各規制を示します。

Arizona SB-1338
Arizona SB-1338 は、アリゾナ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Arizona SB-1338 は
2006 年 4 月 26 日に署名され、2006 年 12 月 31 日に有効になりました。この法律は、アリゾナ州で事業を運営し、個
人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、
あらゆる個人または法人に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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ABA 銀行支店コード
転送番号（RTN）または ABA コードは、米国で使用されている 9 桁の銀行支店コードです。これは、小切手などに表示
されて、現金を引き出せる金融機関を示します。このコードはまた、自動決済機関でも、口座振り込みや他の自動振り替

えを処理するために使用されています。このシステムの名称は、1910 年にシステムを制定した米国銀行協会から取られ
ています。

現在のところ、約 24,000 のアクティブな支店コードと転送番号が使用されています。各金融機関にはこれらの番号が 1
つずつあります。これは小切手の株に MICR フォントで印刷されている 9 桁の番号で、関連付けられている金融機関を明
確に示します。この番号は、ABA が後援する銀行支店コード管理委員会によって管理されています。

銀行支店コードの主な目的は次のとおりです：

n 支払いまたはクレジットの付与の責任を負う、または金融取引において支払いやクレジットを受け取る権利を持つ銀

行を識別する。

n 取引が実行または掲示される銀行の、指定されている掲示場所への照会となる。

詳細については、「ABA 銀行支店コード コンテンツ ブレード (P. 192)」を参照してください。

オーストラリア銀行口座番号

オーストラリア銀行口座番号は、BSB（銀行州支店番号）と組み合わされることにより、個人または組織の銀行口座を特
定します。

オーストラリア事業および企業番号

オーストラリア事業番号（ABN）およびオーストラリア企業番号（ACN）は、国内の事業を個別に特定します。

ABN は固有の 11 桁の識別番号で、他の事業者と取引を行う際に使用します。企業の ABN は多くの場合、最後の 9 桁に
ACN を含んでいます。ABN は、オーストラリア事業登録局（ABR）に登録されている個人、信託または企業を示します。

オーストラリア企業番号（通常 ACN と略される）は、オーストラリア豪州証券投資委員会 (ASIC) から、連邦企業法 2001
の下で登録したすべての企業に対して識別子として発行される、固有の 9 桁の番号です。この数字は通常、3 桁ずつの 3
つのグループに分けて表示されます。

企業は、その ACN を次のものに記すことが要求されています：
n 一般的な印章（存在する場合）

n 企業またはその代理者が署名または公開する、発行されるすべての公的文書

n 企業またはその代理者が署名または公開する、発行される有効なすべての流通証券

n ASIC に提出することが要求されているすべての文書

この規制は、オーストラリア事業番号またはオーストラリア企業番号というタイトルの付されたコンテンツ ブレードを使
用します。詳細については、以下を参照してください。

オーストラリア医療カード番号

すべてのオーストラリア市民およびオーストラリアの永住者、およびその家族は、ノーフォーク島の住民を除き、医療カー

ドを所有する資格を持っています。このカードには、特定の個人、および、やはり永住者であって、メディケアの扶養家

族の定義に合致し、本人が追加することを選択した家族の成員が記載されます（最大 5 名）。メディケアの払い戻しを受
ける、または公費負担患者として支払いなしで公共医療システムを利用するためには、メディケア番号を示す必要があり

ます。

メディケアは、メディケア オーストラリア（2005 年後期までは健康保険委員会と呼ばれていた）により管理されていま
す。この機関は、メディケア カードとその番号を付与する責任も負っています。資格のある人は、ほとんどすべてがこの
カードを所有しています。2002 年 6 月には、2, 040 万人のメディケア カード所有者がいましたが、その時点でのオース
トラリアの人口は 2, 000 万人未満でした（カード所有者には、海外に在留しているものの、依然カードを保有している
オーストラリア人が含まれています）。
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メディケア カードは医療目的でのみ使用されます。データベース内で追跡を行うために使用することはできません。これ
には氏名と番号が記されており、写真は含まれていません（例外はタスマニアの「スマートカード」版です。このカード

では、内蔵されたチップ内に、カード所有者の電子的な画像が含まれています）。

メディケア カードの主要な目的は、医療従事者や病院からメディケア助成による医療を受けるときに、メディケアの資格
があることを証明することです。法的には、カードを作成する必要はありません。メディケア番号があれば十分だからで

す。実際には、ほとんどのメディケア プロバイダーが、不正防止のためにカードの提示を求めるというポリシーを定めて
います。

オーストラリア課税ファイル番号

課税ファイル番号（TFN）は、課税当局の長官が個人に対して発行する番号で、依頼者の身分を確認し、収入レベルを確
定するために使用されます。

このポリシーは、オーストラリア課税ファイル番号というタイトルが付けられたコンテンツ ブレードを使用します。どの
ようなコンテンツが検出されるかを理解するには、コンテンツ ブレードの説明を参照してください。

California AB-1298
California AB-1298 は、カリフォルニア州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。California
AB-1298 は 2007 年 10 月 14 日に署名され、2008 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、カリフォルニア州で
事業を運営し、個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセン
ス供与している、あらゆる個人、事業者、または州機関に適用されます。

この法律は、California SB-1386 を改正して、個人情報の定義に医療情報と健康情報が含まれるようにしたものです。

この規制は、以下のコンテンツ ブレードを通して定義された、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあ
るかどうかを探します。

n 入院日および退院日

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 団体保険番号

n ヘルス プラン受益者番号

n ヘルスケア辞書

n 病歴

n 患者識別番号

n 米国運転免許証番号

n 米国国有供給者識別子

n 米国社会保障番号

California SB-1386
California SB-1386 は、カリフォルニア州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。California
SB-1386 は 2002 年 9 月 25 日に署名され、2003 年 7 月 1 日に有効になりました。この法律は、カリフォルニア州で事
業を運営し、個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス
供与している、あらゆる個人、事業者、または州機関に適用されます。
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この法律は、医療情報と健康情報を含むように改正され、現在では California AB-1298 と呼ばれています。これは SDK
では拡張規制として提供されています。California AB-1298 を有効にした場合、同じ情報が AB-1298 の一部として検出
されるため、この規制を利用する必要はありません。

この規制は、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが含ま
れます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

カナダ社会保険番号

社会保険番号（SIN）は、カナダにおいて政府の様々なプログラムを管理するために発行されている番号です。SIN は、
カナダ年金プランとカナダの様々な雇用保険プログラムを管理するための、クライアント アカウント番号として利用する
ために 1964 年に作成されました。1967 年に、レベニュー カナダ（現在はカナダ歳入庁）は、納税報告の目的で SIN の
利用を開始しました。

カナダ運転免許証番号

カナダでは、運転免許証はドライバーが居住する州の州政府により発行されます。それで、運転免許証に関連した規制は、

全体としてはよく似ているものの、その詳細は州ごとに異なります。それぞれの州には、非居住者が、他の州で発行され

た免許証および国際運転免許証を使用することを認める規定があります。

この規制は、以下のコンテンツ ブレードの少なくとも 1 つに対して、少なくとも 1 つのマッチする項目を探します：

n アルバータ州運転免許証

n ブリティッシュ コロンビア州運転免許証

n マニトバ州運転免許証

n ニュー ブランズウィック州運転免許証

n ニューファンドランド・ラブラドール州運転免許証

n ノバ スコシア州運転免許証

免許証パターンのルール：5 文字の後に 9 桁の数字が続く

n オンタリオ州運転免許証

n プリンス エドワード アイランド州運転免許証

n ケベック州運転免許証

n サスカチュワン州運転免許証

Colorado HB-1119
Colorado HB-1119 は、コロラド州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Colorado HB-1119
は 2006 年 4 月 24 日に署名され、2006 年 9 月 1 日に有効になりました。この法律は、コロラド州で事業を運営し、個
人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、
あらゆる個人または商業法人に適用されます。

この規制は、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが含ま
れます：

n クレジット カード番号
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n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Connecticut SB-650
Connecticut SB-650 は、コネチカット州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Connecticut
SB-650 は 2005 年 6 月 8 日に署名され、2006 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、コネチカット州で事業を
運営し、個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与
している、あらゆる個人、事業者、または機関に適用されます。

この規制は、以下のコンテンツ ブレードを通して定義された、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあ
るかどうかを探します。

n 入院日および退院日

n 誕生および死亡証明書

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 団体保険番号

n ヘルス プラン受益者番号

n ヘルスケア辞書

n 病歴

n 患者識別番号

n 米国運転免許証番号

n 米国国有供給者識別子

n 米国社会保障番号

クレジット カード番号

カスタム アカウント番号
保護する必要のある組織内のアカウント番号がある場合には、カスタム アカウント番号規制に割り当てられているコンテ
ンツ ブレードをカスタマイズして、正規表現により番号のパターンを指定してください。

EU デビット カード番号
このポリシーは、Maestro、Visa、Laser など、欧州連合の主要なデビット カード キャリアによって発行されたデビット
カード番号を探します。

FERPA（家族の教育の権利とプライバシー法）
FERPA は、米国教育省の基金を受けている教育機関での、学生の記録のプライバシーを保護します。この法律は、教育機
関に対し、学生の教育上の記録から情報を公開する場合には、親または学生の書面による許可を得るように求めています。

特定の状況下では、氏名、住所、電話番号、受賞、在籍年月日などの情報は、許可が無くても公開されることがあります。

個人を成績または懲戒処分に結びつけるような情報は、許可が必要です。

このポリシーでは、違反としてトリガーするには、次のコンテンツ ブレードの両方とマッチする必要があります：

n 学生識別番号
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n 学生記録

Florida HB-481
Florida HB-481 は、フロリダ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Florida HB-481 は 2005
年 6 月 14 日に署名され、2007 年 7 月 1 日に有効になりました。この法律は、フロリダ州で事業を運営し、個人識別可
能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる
個人、会社、連合体、ジョイント ベンチャー、パートナーシップ、シンジケート、企業または他のグループまたは組み合
わせに適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

フランス IBAN 番号
フランス国際銀行口座番号（IBAN）は、国境を越えてフランスの銀行の口座を特定するための国際的な標準で、元々は
ヨーロッパ銀行標準委員会で採用されたものです。ISO 13616:2003 の下での公的な IBAN の登録は、国際銀行間金融通
信協会（SWIFT）により行われます。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、フランス IBAN 番号へのマッチを探します。

フランス国民識別番号ポリシー

このポリシーは、国民識別番号を含む文書や通信内容を識別します。この番号は INSEE 番号や社会保障番号とも呼ばれる
もので、フランスにおいて、 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques（INSEE）により、誕生
時に個人に対して発行されるものです。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、フランス国民識別番号へのマッチを探します。

Georgia SB-230 ポリシー
Georgia SB-230 は、ジョージア州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Georgia SB-230 は
2005 年 5 月 5 日に署名され、2005 年 5 月 5 日に有効になりました。この法律は、ジョージア州で、金銭による報酬ま
たは支払いを受けて、個人識別可能な情報を提携関係にない第三者、または州または地元の機関または下位部門に提供す

ることを主要な目的として、個人に関する情報を収集、整理、評価、編集、報告、通信、送信、伝達し、そのために個人

識別可能な情報を含むデータを維持する事業の全体または一部に関わる、あらゆる個人または法人に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

ドイツ BIC 番号ポリシー
銀行識別コード (BIC) は、特定の銀行を一意に特定するもので、ドイツと世界各地において銀行間での金銭およびメッセー
ジの交換のために使用されています。このポリシーは、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）によって発行されているため
SWIFT コードとも呼ばれる BIC コードを含む文書や通信内容を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、ドイツ BIC 番号へのマッチを探します。
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ドイツ運転免許証番号ポリシー

ドイツ運転免許証番号は、ドイツの運転免許証に記されている識別番号で、運転と運転違反に関連する目的のために、該

当する番号の所有者を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、ドイツ運転免許証番号へのマッチを探します。

ドイツ IBAN 番号ポリシー
国際銀行口座番号（IBAN）は、国境を越えて銀行の口座を特定するための国際的な標準で、元々はヨーロッパ銀行標準委
員会で採用されたものです。ISO 13616:2003 の下での公的な IBAN の登録は、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）によ
り行われます。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、ドイツ IBAN 番号へのマッチを探します。

ドイツ国民識別番号ポリシー

このポリシーは、ドイツにおいて個人に対して発行される、国民識別番号つまり Personalausweis を含む文書や通信内
容を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、ドイツ国民識別番号へのマッチを探します。

ドイツ VAT 番号ポリシー
付加価値税（または商品サービス税）に対する課税の目的で、事業者や法人に基づいています。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、ドイツ VAT 番号へのマッチを探します。

Hawaii SB-2290 ポリシー
Hawaii SB-2290 は、ハワイ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。

Hawaii SB-2290 は 2006 年 5 月 25 日に署名され、2007 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、どのように組
織されているか、また収益を上げるために活動するよう組織されているかどうかには関わりなく、ハワイまたは他の州、

米国、または他の国の法律の下で組織され、免許を受け、またはライセンスまたは認可証明書を有している金融機関、ま

たはそのような金融会社の親会社または子会社、およびその事業が記録破棄である法人、または政府の特定の目的のため

に個人識別可能な情報を収集している政府機関を含む、あらゆる自営業者、組合、会社、または他のグループに適用され

ます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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HIPAA （ヘルスケア保険の携行と責任に関する法律）ポリシー
ヘルスケア保険の携行と責任に関する法律（HIPAA）は、アメリカ合衆国議会により立法化されました。 HIPAA には、
保護されている医療情報（PHI）の使用と公開を規制するプライバシー ルール、電子的に保護される医療情報（ePHI）で
必要なセキュリティ保護を定義するセキュリティ ルール、および違反の調査と確定した違反に対する罰則に関する手順を
定義した施行ルールが含まれています。

PHI は、対象とされる法人または共同経営者により、任意の形式または媒体（電子的、口頭、または紙）で伝達または維
持される個人識別可能な医療情報として定義されています。ただし、特定の教育または雇用記録は除きます。 個人識別可
能とは、対象の身分が調査者により直ちに確かめられる、またはその情報と関連付けられる、またはその可能性があるよ

うな情報を意味します。

このポリシーは、電子的な PHI を検出するように設計されています。この PHI は、個人医療番号に加えて、医療関連の用
語を含んでいます。 名前や住所など、このポリシーが ePHI とは見なさない個人識別可能な情報を組み合わせるものであ
るため、いくらかの偽陰性が発生する可能性があります。 内部調査は、医療関連の通信内容の大部分が、個人医療番号
と、医療関連の用語を含んでいることを示しています。

Idaho SB-1374 ポリシー
Idaho SB-1374 は、アイダホ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Idaho SB-1374 は 2006
年 3 月 30 日に署名され、2006 年 7 月 1 日に有効になりました。この法律は、アイダホ州で事業を運営し、アイダホ州
の居住者に関する個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセ
ンス供与している、あらゆる機関、個人、または商業法人に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Illinois SB-1633
Illinois SB-1633 は、イリノイ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Illinois SB-1633 は
2005 年 6 月 16 日に署名され、2006 年 6 月 27 日に有効になりました。

この法律は、すべてのデータ収集者に適用されます。そのような収集者には、その目的が何であるにせよ、非公開の個人

識別可能な情報を取り扱い、収集し、頒布し、またはその他の方法で扱う、政府機関、公立および私立の総合大学、私営

または公営の企業、金融機関、小売業者、および他のあらゆる法人が含まれますが、それらに限られるわけではありませ

ん。これらは、イリノイ州の居住者に関する個人識別可能な情報を所有する、またはそれらをライセンス供与している、

あらゆるデータ収集者です。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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Indiana HB-1101 ポリシー
Indiana HB-1101 は、インディアナ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Indiana HB-1101
は 2005 年 4 月 26 日に署名され、2006 年 7 月 1 日に有効になりました。この法律は、個人識別可能な情報を含む暗号
化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる個人、企業、事業信
託、地所、信託パートナーシップ、組合、非営利団体または組織、協同組合、または他の法人に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

イタリア運転免許証番号ポリシー

イタリア運転免許証番号は、イタリアの運転免許証に記されている識別番号で、運転と運転違反に関連する目的のために、

該当する番号の所有者を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、イタリア運転免許証番号へのマッチを探します。

イタリア IBAN 番号ポリシー
国際銀行口座番号（IBAN）は、国境を越えて銀行の口座を特定するための国際的な標準で、元々はヨーロッパ銀行標準委
員会で採用されたものです。ISO 13616:2003 の下での公的な IBAN の登録は、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）によ
り行われます。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、イタリア IBAN 番号へのマッチを探します。

イタリア国民識別番号ポリシー

このポリシーは、イタリアにおいて個人に対して発行される、国民識別番号つまり Codice Fiscale を含む文書や通信内
容を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、イタリア国民識別番号へのマッチを探します。

Kansas SB-196 ポリシー
Kansas SB-196 は、カンザス州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Kansas SB-196 は 2006
年 4 月 19 日に署名され、2007 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、カンザス州で事業を運営し、個人識別可
能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる
個人、パートナーシップ、企業、信託、地所、協同組合、組合、政府、または政府の部門または機関、またはその他の法

人に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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Louisiana SB-205 ポリシー
Louisiana SB-205 は、ルイジアナ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Louisiana SB-205
は 2005 年 7 月 12 日に署名され、2006 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、ルイジアナ州で事業を運営し、
個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与してい
る、あらゆる個人、会社、パートナーシップ、自営業者、合資会社、ジョイント ベンチャー、またはすべての他の法人に
適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Maine LD-1671 ポリシー
Maine LD-1671 は、メイン州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Maine LD-1671 は 2005
年 6 月 10 日に署名され、2006 年 1 月 31 日に有効になりました。

この法律は、個人識別可能な情報を含むコンピュータ データを維持している、提携していない第三者に個人識別可能な情
報を提供することを主な目的として、個人に関する情報を収集、整理、評価、編集、報告、送信、移送、または伝達する

事業に全体または部分として関わるあらゆる個人、パートナーシップ、会社、有限責任会社、信託、地所、協同組合、組

合、または他のすべての法人に適用されます。これには州政府の機関、メイン大学システム、メイン コミュニティ カレッ
ジ システム、メイン海事大学、および私立の単科大学と総合大学、またはすべての情報提供所が含まれます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Massachusetts CMR-201
Massachusetts CMR-201 は、マサチューセッツ州のデータ プライバシー規制で、個人識別可能な情報を保護します。
Massachusetts CMR-201 は 2008 年 9 月 19 日に発布され、2009 年 5 月 1 日に有効になりました。この規制は、マサ
チューセッツ州の居住者に関する個人情報を所有、ライセンス供与、収集、保管または維持するすべての事業者および他

の法人に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n ABA 銀行支店コード

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国銀行口座番号

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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Minnesota HF-2121
Minnesota HF-2121 は、ミネソタ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Minnesota HF-2121
は 2005 年 6 月 2 日に署名され、2006 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、ミネソタ州で事業を運営し、個人
識別可能な情報を含むデータを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる個人または事業者に適用さ

れます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Montana HB-732
Montana HB-732 は、モンタナ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Montana HB-732
は 2005 年 4 月 28 日に署名され、2006 年 3 月 1 日に有効になりました。この法律は、モンタナ州で事業を運営し、個
人識別可能な情報を含むコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる個人または
事業者に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

オランダ運転免許証番号

オランダ運転免許証番号は、オランダの運転免許証に記されている識別番号で、運転と運転違反に関連する目的のために、

該当する番号の所有者を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、オランダ運転免許証番号へのマッチを探します。

Nevada SB-347
Nevada SB-347 は、ネバダ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Nevada SB-347 は 2005
年 6 月 17 日に署名され、2005 年 10 月 1 日に有効になりました。この法律は、個人識別可能な情報を含む暗号化され
ていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる政府機関、高等教育機関、
企業、金融機関、または小売業者、または他のすべての事業体または組合に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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New Hampshire HB-1660
New Hampshire HB-1660 は、ニューハンプシャー州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。
New Hampshire HB-1660 は 2006 年 6 月 2 日に署名され、2007 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、ニュー
ハンプシャー州で事業を運営し、個人識別可能な情報を含むコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス
供与している、あらゆる個人、企業、信託、パートナーシップ、社団法人または非社団法人、有限責任会社、または他の

形態の法人、またはあらゆる機関、権威、会議、法廷、部門、部署、委員会、協会、事務局、または他の州政府法人、ま

たは州のあらゆる政治的部門に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

New Jersey A-4001
New Jersey A-4001 は、ニュージャージー州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。

New Jersey A-4001 は 2005年 9月 22 日に署名され、2006 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、ニュー
ジャージー州、および州内のすべての国・自治体、行政区、公共企業体、公的機関、およびニュージャージー州の他のす

べての政治的部署または公共団体、またニュージャージー州で事業を運営し、個人識別可能な情報を含むコンピュータ化

された記録を編集または維持するすべての自営業者、パートナーシップ、企業、組合、または他の法人、そしてどのよう

に組織されているか、また収益を上げるために組織されているかどうかには関わりなく、ニュージャージー州または他の

州、米国、または他のすべて国の法律の下で組織され、免許を受け、またはライセンスまたは認可証明書を有している金

融機関、または金融会社の親会社または子会社に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

New York AB-4254
New York AB-4254 は、ニューヨーク州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。New York
AB-4254 は 2005 年 8 月 10 日に署名され、2005 年 12 月 8 日に有効になりました。この法律は、ニューヨーク州で事
業を運営し、個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス
供与している、あらゆる個人または事業者に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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ニュージーランド国内税務局番号

このポリシーは、国内税務局からすべての納税者と組織に対して発行される、ニュージーランド国内税務局（IRD）番号
を含む文書や通信内容を識別します。個人は、この番号を国内税務局、雇用者、銀行や他の金融機関、KiwiSaver 計画提
供者、StudyLink および税務機関に提示する必要があります。

このポリシーは、コンテンツ ブレードのニュージーランド国内税務局番号へのマッチ項目を探します。

ニュージーランド保健省番号

このポリシーは、ニュージーランド医療従事者インデックス（HPI）または国民健康インデックス（NHI）番号を含む文
書や通信内容を識別します。

ニュージーランド保健省、マオリ語では Manatū Hauora は、ニュージーランド政府の主要機関で、健康と疾病に関して
のアドバイザーです。この機関は、NHI 番号システムを使用して患者を登録し、HPI システムを使用して医療従事者を登
録して、個人のプライバシーを保護しながら正確な記録を保てるようにしています。このポリシーは、6 文字の英数字か
らなるニュージーランド医療従事者インデックス共通個人番号（HPI-CPN）を検出します。これは医療従事者や作業者を
一意に識別します。このポリシーはまた、ニュージーランド医療システム内で患者を一意に識別するための、7 桁の NHI
番号も検出します。

このポリシーは、次のいずれかのコンテンツ ブレードへのマッチ項目を探します：

n ニュージーランド医療従事者インデックス番号

n ニュージーランド国内医療インデックス番号

Ohio HB-104
Ohio HB-104 は、オハイオ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Ohio HB-104 は 2005 年
11 月 17 日に署名され、2006 年 12 月 29 日に有効になりました。この法律は、オハイオ州で事業を運営し、個人識別
可能な情報を含むコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる個人、企業、事業
信託、地所、信託、パートナーシップ、または組合に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Oklahoma HB-2357
Oklahoma HB-2357 は、オクラホマ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Oklahoma
HB-2357 は 2006 年 6 月 8 日に署名され、2008 年 11 月 1 日に有効になりました。この法律は、営利非営利を問わず、
オクラホマ州で事業を運営し、個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそ
れらをライセンス供与している、あらゆる企業、事業信託、地所、パートナーシップ、有限パートナーシップ、有限責任

パートナーシップ、有限責任会社、組合、組織、ジョイント ベンチャー、政府、政府の部門、機関、または代行機関、ま
たは他の法人に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号
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n 米国社会保障番号

患者識別番号

個人識別可能な情報（PII）は、アメリカ合衆国内の病院や医療関係の組織、また事業において、一般的に使用されていま
す。このポリシーは、患者識別番号のフォーマットを定義できるように、カスタマイズする必要があります。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n 患者識別番号

n 米国国有供給者識別子

n 米国社会保障番号

クレジット カード業界データ セキュリティ スタンダード（PCI-DSS）
PCI DSS は、クレジット カード アカウントのデータ セキュリティを向上させるための総合的な要件で、PCI セキュリティ
スタンダード審議会を構成するクレジット カード会社、American Express、Discover Financial Services、JCB
International、MasterCard Worldwide および Visa Inc. International によって制定されました。その目的は、グロー
バル ベースで一貫したデータ セキュリティの手段が広く受け入れられるようにすることです。

PCI DSS は、多くの面を持つセキュリティ スタンダードです。それには、セキュリティ管理、ポリシー、プロシージャ、
ネットワーク アーキテクチャ、ソフトウェア デザインおよび他の重要な保護手段が含まれています。この包括的なスタ
ンダードは、組織が、顧客のアカウント データをプロアクティブに保護できるようにすることを目的としています。

このポリシーは、次のいずれかのコンテンツ ブレードへの、少なくとも 1 つのマッチ項目を探します：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

Texas SB-122
Texas SB-122 は、テキサス州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Texas SB-122 は 2005
年 6 月 17 日に署名され、2005 年 9 月 1 日に有効になりました。この法律は、テキサス州で事業を運営し、個人識別可
能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる
人物に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

英国 BIC 番号
銀行識別コード（BIC） は、特定の銀行を一意に特定するもので、英国と世界各地において銀行間での金銭およびメッセー
ジの交換のために使用されています。このポリシーは、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）によって発行されているため
SWIFT コードとも呼ばれる BIC コードを含む文書や通信内容を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレードの英国 BIC 番号へのマッチ項目を探します。
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英国運転免許証番号

英国運転免許証番号は、英国の運転免許証に記されている識別番号で、運転と運転違反に関連する目的のために、該当す

る番号の所有者を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、英国運転免許証番号へのマッチを探します。

英国 IBAN 番号
国際銀行口座番号（IBAN）は、国境を越えて英国の銀行の口座を特定するための国際的な標準で、元々はヨーロッパ銀行
標準委員会で採用されたものです。ISO 13616:2003 の下での公的な IBAN の登録は、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）
により行われます。

このポリシーは、コンテンツ ブレードの英国 IBAN 番号へのマッチ項目を探します。

英国国民医療サービス番号

英国国民医療サービス番号は、英国国民医療サービスから割り当てられる識別番号で、医療記録に関連した目的で該当す

る番号の所有者を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレードの英国国民医療サービス番号へのマッチ項目を探します。

英国国民保険番号（NINO）
英国国民保険は、被雇用者、雇用者および自営業者の収入からの政府への支払制度で、政府年金や他の給付を可能にして

います。

英国国民保険番号（NINO）は、英国で出生した人、および合法的な被雇用者、学生、社会福祉給付金や年金の受給者な
ど、英国の居住者に対して割り当てられる識別番号です。

このポリシーは、英国 NINO 公式または英国 NINO 非公式コンテンツ ブレードのいずれかでの 1 つ以上のマッチ項目を
探します。

英国パスポート番号

このポリシーは、英国で発行されたパスポート番号を含む文書や通信内容を識別します。

このポリシーは、コンテンツ ブレードの英国パスポート番号へのマッチ項目を探します。

米国運転免許証番号

米国で発行される運転免許証には、車両関連を扱う部局（または同様の部局）から発行される番号または英数字コードと、

通常は所有者の写真、所有者の署名のコピー、所有者の主要な居住地の住所、免許証のタイプまたはクラス、（当てはまる

場合には）制限または違反記録（あるいはその両方）、所有者の身体的特徴（身長、体重、髪の色、目の色、ある場合には

肌の色）、そして生年月日が記されています。ある州から発行される運転免許証番号が同一になることはありません。身元

詐称の原因となる恐れがあるため、運転免許証に社会保障番号が記されることは少なくなっています。

このポリシーは、コンテンツ ブレード、米国運転免許証へのマッチ項目を探します。

米国社会保障番号

米国社会保障番号は、42 U.S.C. § 405(c)(2) とコード化されている社会保障番号法のセクション 205(c)(2) に基づき、米
国市民、永住者、および一時（労働）居住者に対して発行されるものです。この番号は、米国政府の独立機関である社会

保障庁から個人に対して発行されます。その主要な目的は、徴税のために個人を追跡することです。
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Utah SB-69
Utah SB-69 は、ユタ州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Utah SB-69 は 2006 年 3 月 20
日に署名され、2007 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、ユタ州の居住者に関する個人識別可能な情報を含む
コンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆる人物に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Vermont SB-284
Vermont SB-284 は、バーモント州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Vermont SB-284
は 2006 年 5 月 18 日に署名され、2007 年 1 月 1 日に有効になりました。この法律は、バーモント州の居住者に関する
個人識別可能な情報を含む暗号化されていないコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与してい
る、あらゆるデータ収集者に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号

Washington SB-6043
Washington SB-6043 は、ワシントン州のデータ プライバシー法で、個人識別可能な情報を保護します。Washington
SB-6043 は 2005 年 5 月 10 日に署名され、2005 年 7 月 24 日に有効になりました。この法律は、ワシントン州で事業
を運営し、個人識別可能な情報を含むコンピュータ データを所有する、またはそれらをライセンス供与している、あらゆ
る州機関または地元機関または個人または事業者に適用されます。

このポリシーは、個人識別可能な情報にマッチする項目が少なくとも 1 つあるかどうかを探します。これには次のものが
含まれます：

n クレジット カード番号

n クレジット カード トラック データ

n 米国運転免許証番号

n 米国社会保障番号
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利用可能なコンテンツ ブレード
このセクションでは、vShield 規制で利用できるコンテンツ ブレードの一覧を示します。

ABA 銀行支店コード コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、相互にかなり近くに存在している、3 つの情報にマッチする項目を探します。

このコンテンツ ブレードは、次のものを探します：

n ABA 銀行支店コード

n 銀行業務に関連した語句（aba、銀行支店コード、小切手、貯蓄など)

n 個人識別可能な情報（名前、住所、電話番号など）

銀行業務に関連した語句は、精度を高めるために実装されています。銀行支店コードは 9 桁の数字で、様々なデータ タイ
プに関連して提示されることがあります。例としては、有効な米国社会保障番号、カナダ社会保険番号、または国際電話

番号があります。

銀行支店コード自体は機密のものではないので、違反が発生するには、個人識別可能な情報が含まれている必要があります。

入院日および退院日コンテンツ ブレード
コンテンツ ブレードは、米国式の日付書式エンティティ、および相互にかなり近くに存在している、入院日と退院日のよ
うな語句を探します。

アラバマ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アラバマ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そしてオプションとして、AL や Alabama といった語句を探します。

運転免許証のパターン

7 桁または 8 桁の数字

アラスカ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アラスカ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そしてオプションとして、AK や Alaska といった語句を探します。

運転免許証のパターン：

7 桁の数字

アルバータ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アラスカ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そしてオプションとして、AK や Alaska といった語句を探します。

運転免許証のパターン

7 桁の数字
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アラスカ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アラスカ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そしてオプションとして、AK や Alaska といった語句を探します。

運転免許証のパターン：

7 桁の数字

アルバータ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アラスカ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そしてオプションとして、AK や Alaska といった語句を探します。

運転免許証のパターン

7 桁の数字

American Express コンテンツ ブレード
コンテンツ ブレードは、次のような情報の組み合わせを探します。

n 複数の American Express クレジット カード番号

n 単一のクレジット カード番号に ccn、クレジット カード、有効期限などの語句が加わったもの

n 単一のクレジット カード番号に有効期限が加わったもの

アリゾナ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アリゾナ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そしてオプションとして、AZ や Arizona といった語句を探します。

運転免許証のパターンとしては、1 文字の英字と 8 桁の数字、または 9 桁の数字（SSN）、または 9 桁の数字（非フォー
マット SSN）があり得ます。

アーカンソー州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アーカンソー州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そしてオプションとして、AR や Arkansas といった語句を探します。

運転免許証のパターンとしては、9 桁または 8 桁の数字があり得ます。

オーストラリア銀行口座番号コンテンツ ブレード
オーストラリアの銀行口座番号自体は機密のものではありませんが、銀行の支店を特定せずに、銀行口座のみを識別する

ことができます。それで、文書が機密のものと見なされるためには、口座番号と支店情報の両方が含まれている必要があ

ります。

コンテンツ ブレードは次の両方にマッチする項目を探します：

n オーストラリアの銀行口座番号

n 銀行州支店コードまたは BSB と関連する語句。

コンテンツ ブレードはまた、正規表現規則を使用して、同じ長さの電話番号と区別します。

オーストラリアの銀行口座番号は 6 ～ 10 桁です。意味は関連付けられていません。検査数字のルーチンはありません。
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オーストラリア事業番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、相互にかなり近くに存在している、2 つの情報の両方にマッチする項目を探します。

n オーストラリア事業番号

n ABN と関連する語句（ABN、オーストラリア事業番号など）

オーストラリア企業番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、相互にかなり近くに存在している、2 つの情報の両方にマッチする項目を探します。

n オーストラリア企業番号

n ACN と関連する語句（ACN、オーストラリア企業番号など）

オーストラリア メディケア カード番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、文書に次のような情報の組み合わせが出てくるかどうかでマッチングを行います。

n 複数のオーストラリア メディケア カード番号

n 1 つのメディケア カード番号に、医療または患者を識別できる語句（患者識別子、患者番号など）

n 1 つのメディケア カード番号に、氏名、有効日付または有効期間のうちのいずれか 2 つ

オーストラリア課税ファイル番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、相互にかなり類似している 2 つの情報の両方にマッチする項目を探します。

n オーストラリア課税ファイル番号（エンティティの説明を参照）

n 課税ファイル番号に関連する語句（TFN、課税ファイル番号など）

カリフォルニア州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、カリフォルニア州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許
証番号といった語句、そして CA や California といった語句を探します。

運転免許証のパターンは 1 文字の英字と 7 桁の数字です。

カナダ運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、子コンテンツ ブレード用の単なるコンテナ ファイルです。これに割り当てられたコンテン
ツ ブレードは、個々の州や準州の運転免許を探します。

カナダ社会保険番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、子コンテンツ ブレード用の単なるコンテナ ファイルです。このコンテンツ ブレードに割り
当てられた各コンテンツ ブレードは、カナダ社会保険番号と個人情報の、フォーマット バージョンと非フォーマット バー
ジョンを個別に探して、異なった規則が割り当てられるようにします。社会保険番号のフォーマット バージョンはより明
確なパターンなので、マッチする項目を返す規則はそれほど厳格ではありません。しかし、非フォーマット バージョンは
非常に一般的なため、よく見られる様々な数字にマッチします。

コロラド州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、コロラド州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして CO や Colorado といった語句を探します。

運転免許証のパターンは 9 桁の数字です。

vShield 管理ガイド

194  VMware, Inc.



コネチカット州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、コネチカット州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そして CT や Connecticut といった語句を探します。

運転免許証のパターン： 9 桁の数字で、最初の 2 桁は誕生月を奇数年と偶数年を区別できるように表したものです。01
～ 12 は奇数年の 1 ～ 12 月、13 ～ 24 は偶数年の 1 ～ 12 月、99 は不明です。

クレジット カード番号コンテンツ ブレード
コンテンツ ブレードは、次のような情報の組み合わせを探します。

n 複数のクレジット カード番号

n 単一のクレジット カード番号に ccn、クレジット カード、有効期限などの語句が加わったもの

n 単一のクレジット カード番号に有効期限が加わったもの

クレジット カード トラック データ コンテンツ ブレード
トラック データは、エンコードされ、クレジットカード（デビット カード、ギフト カードなど）背面の磁気ストライプ
内の 2 本のトラックに保存された情報です。マグストライプ(クレジットカード背面の磁気ストライプ）には 3 本のトラッ
クがあります。

各トラックの幅は 0.110 インチです。銀行が使用している ISO/IEC 規格 7811 では次のように仕様を定めています：

n トラック 1 はインチあたり 210 ビットで、読み出し専用特性で、79 組の 6 ビットにパリティ ビットを加えたもの
を記録します。

n トラック 2 はインチあたり 75 ビットで、40 組の 4 ビットにパリティ ビットを加えたものを記録します。

n トラック 3 はインチあたり 210 ビットで、107 組の 4 ビットにパリティ ビットを加えたものを記録します。

クレジット カードは通常、トラック 1 と 2 だけを使用します。トラック 3 は読み書き可能なトラック（暗号化された
PIN、国コード、通貨単位、許可されている額を含みます）ですが、その使用方法は銀行間で標準化されていません。

このコンテンツ ブレードは、クレジットカード トラック データ エンティティにマッチすることを必要とします。

カスタム アカウント番号コンテンツ ブレード
カスタム アカウント番号コンテンツ ブレードは編集可能なブレードです。組織のカスタムのアカウント パターンに対す
る正規表現を含みます。

デラウェア州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、デラウェア州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番
号といった語句、そして DE や Delaware といった語句を探します。

EU デビット カード番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、欧州連合の主要なデビット カード番号に対応するパターンを探します。

このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のいずれかのような情報の組み合わせを探します：

n 複数の EU デビット カード番号

n 1 つの EU デビット カード番号と、クレジット カードに関連する語句（カード番号または cc# など）、クレジット
カード セキュリティ、有効日付または名前などのうち 2 つ

n 有効日付を伴う 1 つの EU デビット カード番号
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フロリダ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、フロリダ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして FL や Florida といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 12 桁の数字です。

フランス運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、フランスの運転免許証番号で
あるとして探します。

n フランス運転免許証のパターン

n 運転免許証に関連する語句（運転免許証、permis de conduire）または E.U. の日付フォーマット

フランス BIC 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、スキャンを行って、次の 2 つの規則にマッチすることを要求することにより、フランスの
BIC 番号を探します。

n ヨーロッパ BIC 番号の書式

n BIC 番号のフランスの書式

フランス IBAN 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、フランスの IBAN 番号への
マッチとして探します。

n ヨーロッパ IBAN 番号の書式

n フランス IBAN 番号のパターン

フランス国民識別番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、フランスの国民識別番号への
マッチとして探します。

n フランス国民識別番号のパターンにマッチする複数の項目

n フランス国民識別番号のパターンへの 1 つのマッチと、社会保障番号に関連する語句

フランス VAT 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、略語の FR のかなり近くに、フランスの付加価値税（VAT）番号のパターンにマッチする項
目が存在することを要求します。

ジョージア州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ジョージアの運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして GA や Georgia といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、7～9 文字の英字、またはフォーマットされた SSNです。

ドイツ BIC 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、スキャンを行って、次の 2 つの規則にマッチすることを要求することにより、ドイツの BIC
番号を探します。

n ヨーロッパ BIC 番号の書式
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n BIC 番号のドイツの書式

ドイツ運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、ドイツの運転免許証番号であ
るとして探します。

n ドイツ運転免許証のパターン\

n 運転免許証に関連した語句（運転免許証、ausstellungsdatumなど）

ドイツ IBAN 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、ドイツの IBAN 番号へのマッ
チとして探します。

n ヨーロッパ IBAN 番号の書式

n ドイツ IBAN 番号のパターン

ドイツ IBAN のルール：国コードの "DE" に 22 桁の数字が続くこと。

ドイツ国民識別番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、ドイツの国民識別番号への
マッチとして探します。

n ドイツ国民識別番号またはその番号の機械可読なバージョンのいずれか

n ドイツ国民識別番号と関連する語句（personalausweis、personalausweisnummer など）

ドイツ パスポート番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、ドイツのパスポート番号への
マッチとして探します。

n ドイツ パスポート番号またはその番号の機械可読なバージョンのいずれか

n ドイツ パスポート番号または発行日と関連する語句（reisepass、ausstellungsdatum など）

ドイツ VAT 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、略語の DE のかなり近くに、ドイツの付加価値税（VAT）番号のパターン（エンティティの
説明を参照）にマッチする項目が存在することを要求します。

団体保険番号コンテンツ ブレード
これは、カスタマイズを必要とするコンテンツ ブレードです。このコンテンツ ブレードを使用するには、組織の団体保
険番号に合わせて、数字のパターンにマッチする正規表現を追加します。このコンテンツ ブレードは、団体保険または名
前、米国の住所または米国式の日付といった語句を、カスタムの正規表現と組み合わせて、マッチする項目を探します。

ハワイ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ハワイ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号と
いった語句、そして HI や Hawaii といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、H という文字と 8 桁の数字、または SSN です。
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イタリア国民識別番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、イタリアの国民識別番号への
マッチとして探します。

1 イタリア国民識別番号のパターン

2 イタリア国民識別番号に関連した語句（codice fiscale、national identification など）

国民識別番号のルール：16 文字の英数字、ここで：
n <SSS> は姓に含まれる最初の 3 つの子音の文字です（子音が不足する場合には最初の母音と 1 文字の X が使用され

ます）

n <NNN> は名を基に決められ、その中の 1 番目、3 番目、4 番目の子音が用いられます。例外は姓の場合と同様に扱
われます。

n <YY> は誕生年の最後の 2 桁です。

n <M> は誕生月を表す文字です。文字はアルファベット順に使用されますが、使用されるのは A から E と H、L、M、
P と R から T までの文字だけです（それで 1 月が A、10 月が R になります）。

n <DD> は誕生日の日付を基にしていますが、ここで男女も区別できるように、女性の場合には 40 を加えます（それ
で 5 月 3 日生まれの女性の場合には ...E43... になります）。

n <ZZZZ> は、その人物の出生地の自治体に固有の地域コードです。外国生まれの場合には国全体を表すコードが使
われます。これは 1 文字の英字に 3 桁の数字が続いたものになります。

n <X> はパリティ チェック用の文字です。偶数と奇数位置の文字に対応する値をすべて加えて、26 で割って求めま
す。偶数位置の文字については、そのアルファベット順での番号を使用します。奇数位置の文字には、異なる値が割

り当てられます。そして、割った余りに対応するアルファベットの文字を使用します。

パターン：

n <LLLLLLDDLDDLDDDL>

n <LLL LLL DDLDD LDDDL>

ヘルス プラン受益者番号
これは、カスタマイズを必要とするコンテンツ ブレードです。このコンテンツ ブレードを使用するには、ヘルス プラン
から利益や支払いを受ける受益者を識別するための正規表現を追加します。このコンテンツ ブレードは、受益者または名
前、米国の住所または米国式の日付といった語句を、カスタムの正規表現と組み合わせて、マッチする項目を探します。

アイダホ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アイダホ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして ID や Idaho といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、2 文字の英字、6 桁の数字、1 文字の英字です。

イリノイ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、イリノイ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして IL や Illinois といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字、11 桁の数字です。

インディアナ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、インディアナ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そして IN や Indiana といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、10 桁の数字です。
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アイオワ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、アイオワ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして IA や Iowa といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、3 桁の数字、2 文字の英字、3 桁の数字、または社会保障番号になります。

処置索引コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、国際疾病分類(ICD)に基づいて、医療処置に関連した語句を探します。

このコンテンツ ブレードは、次のような情報の組み合わせに対するマッチングを行います。

n 処置索引辞書への複数のマッチ項目

n 処置索引辞書への単一のマッチ項目と、名前、米国の住所、米国式の日付のうちのいずれか 2 つ

n 処置索引辞書への単一のマッチ項目と、患者や医師を識別する語句（患者 ID、医師名など）

イタリア運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、イタリアの運転免許証番号で
あるとして探します。

n イタリア運転免許証のパターン

n 運転免許証と関連した語句（運転免許証、patente di guida など）

運転免許証のルール：10 文字の英数字 -- 2 文字の英字、7 桁の数字、末尾の英字。最初の文字として使用されるのは A
から V の文字だけです。

運転免許証のパターン：

n <LLDDDDDDDL>

n <LL DDDDDDD> L

n <LL-DDDDDDD-L>

n <LL - DDDDDDD - L>

イタリア IBAN 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、イタリアの IBAN 番号への
マッチとして探します。

1 IBAN 関連の語句（国際銀行口座番号、IBAN など）

2 イタリア IBAN 番号のパターン

IBAN ルール：国コード IT の後に 25 文字の英数字が続きます。

パターン：

n IT<DDLDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA>

n IT <DDL DDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAA>

n IT< DD LDDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAA>

n IT< DD L DDDDD DDDDD AAAAAAAAAAAA>

n IT< DD LDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA>

n IT< DD L DDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA>
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n IT<DD LDDD DDDD DDDA AAAA AAAA AAA>

n IT< DDL DDDDD DDDDD AAAAAA AAAAAA>

n IT< DDL DDD DDD DDD DAAA AAA AAAAAA>

n IT< DDL DDDDDDDDDD AAAAAA AAAAAA>

スペースはダッシュ、スラッシュ、またはコロンで置き換えられることもあります。

ITIN 非フォーマット コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、フォーマットされていない米国納税者識別番号（ITIN）のパターンを探します。このコンテ
ンツ ブレードは、ITIN 番号と関連する語句（納税識別、ITIN など）のかなり近くに、フォーマットされていない ITIN が
見つかった場合に、マッチします。

ITIN ルール：つねに 9 で始まり、4 桁目と 5 桁目が 70 ～ 88である、9 桁の数字です。

パターン：<DDDDDDDDD>

カンザス州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、カンザス州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして KS や Kansas といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字（K）と 8 桁の数字、または社会保障番号です。

ケンタッキー州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ケンタッキー州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そして KY や Kentucky といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 8 桁の数字、または社会保障番号です。

ルイジアナ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ルイジアナ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番
号といった語句、そして LA や Louisiana といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、2 桁の 0 と、7 桁の数字です。

メイン州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、メイン州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号と
いった語句、そして ME や Maine といった語句を探します。

運転免許証のパターンは 7 桁の数字で、オプションとして英字の X が使用されます。

マニトバ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、マニトバ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および
運転免許証や permis de conduire といった語句、そして MB や Manitoba といった語句を探します。

免許証のパターンの規則は、ハイフン区切りが入っている場合もある、12 文字の英数字です。次のようになっています：

n 最初の文字は英字

n 2 ～ 5 番目の文字は英字または星印

n 6 番目の文字は英字

n 7 ～ 10 番目の文字は数字

n 11 番目の文字は英字
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n 12 番目の文字は英数字

または

n 最初の文字は英字

n 2 ～ 4 番目の文字は英字または星印

n 5 ～ 6 番目の文字は数字

n 7 ～ 12 番目の文字は英数字

運転免許証のパターン：

n <LLLLLLDDDDLA>

n <LLLLLDDAAAAAA>

メリーランド州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、メリーランド州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そして MD や Maryland といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 12 桁の数字です。

マサチューセッツ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、マサチューセッツ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免
許証番号といった語句、そして MA や Massachusetts といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字（S）と 8 桁の数字、または社会保障番号です。

ミシガン州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ミシガン州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして MI や Michigan といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 12 桁の数字です。

ミネソタ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ミネソタ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして MN や Minnesota といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 12 桁の数字です。

ミシシッピー州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ミシシッピー州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そして MS や Mississippi といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、9 桁の数字、またはフォーマットされた社会保障番号です。

ミズーリ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ミズーリ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして MO や Missouri といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 6 ～ 9 桁の数字、または 9 桁の数字、またはフォーマットされた社会保障番号
です。
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モンタナ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、モンタナ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして MT や Montana といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、9 桁の数字（SSN）、または 1 文字の英字、1 桁の数字、1 文字の英数字、2 桁の数字、3 文字
の英字および 1 桁の数字、または 13 桁の数字です。

NDC 処方辞書コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、全米医薬品（NDC）に基づく処方に関連した語句を探します。

このコンテンツ ブレードは、次のような情報の組み合わせに対するマッチングを行います。

1 NDC 処方辞書への複数のマッチ項目

2 NDC 処方辞書への単一のマッチ項目と、名前、米国の住所、米国式の日付のうちのいずれか 2 つ

3 NDC 処方辞書への単一のマッチ項目と、患者や医師を識別する語句（患者 ID、医師名など）

ネブラスカ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ネブラスカ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番
号といった語句、そして NE や Nebraska といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 8 桁の数字です。

オランダ運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、オランダの運転免許証番号で
あるとして探します。

1 オランダの運転免許証のパターン（エンティティの説明を参照）

2 運転免許証と関連した語句（運転免許証、rijbewijs など）

オランダ IBAN 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、オランダの IBAN 番号への
マッチとして探します。

1 IBAN 関連の語句（国際銀行口座番号、IBAN など）

2 オランダ IBAN 番号のパターン

IBAN ルール：国コード NL の後に 16 文字の英数字が続きます。

パターン：

n NL<DDLLLLDDDDDDDDDD>

n NL DDLLLLDDDDDDDDDD

n NL< DD LLLL DDDDDDDDDD>

n NL< DD LLLL DDDD DDDD DD>

n NL<DD LLLL DDDD DDDD DD>

n NL<DDLLLL DDDD DDDDDD>

n NL<DD LLLL DDDDDDDDDD>

n NL DD LLLL D DD DD DD DDD
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n NL< DD LLLL DD DD DD DDDD>

n NL< DD LLLL DDD DDDDDDD>

n NL< DD LLLL DDDD DD DD DD>

スペースはダッシュで置き換えられていることがあります。

オランダ国民識別番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、オランダの国民識別番号への
マッチとして探します。

1 オランダ国民識別番号（エンティティの説明を参照）

2 オランダ国民識別番号と関連する語句（sofinummer、burgerservicenummer など）

オランダ パスポート番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、オランダのパスポート番号へ
のマッチとして探します。

1 オランダ パスポート番号（エンティティの説明を参照）

2 オランダ パスポート番号と関連する語句（paspoort、Noodpaspoort など）

ネバダ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ネバダ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号と
いった語句、そして NV や Nevada といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、9 桁の数字（SSN）、または 12 桁の数字（最後の 2 桁は誕生年を示す）、または 10 桁の数字
です。

[ニューブランズウィック州運転免許証コンテンツ ブレード]
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、ニューブランズウィック州の運転免許証のパターンにマッチす
る項目、および運転免許証や permis de conduire といった語句、そして NB や New Brunswick といった語句を探しま
す。

免許証のパターン ルールは、5 ～ 7 桁の数字です。

運転免許証のパターン：

n <DDDDD>

n <DDDDDD>

n <DDDDDDD>

ニューハンプシャー州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ニューハンプシャー州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転
免許証番号といった語句、そして NH や New Hampshire といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、2 桁の数字、3 文字の英字、5 桁の数字です。

ニュージャージー州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ニュージャージー州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免
許証番号といった語句、そして NJ や New Jersey といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 14 桁の数字です。
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ニューメキシコ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ニューメキシコ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許
証番号といった語句、そして NM や New Mexico といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、9 桁の数字です。

ニューヨーク州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ニューヨーク州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そして NY や New York といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、9 桁の数字です。

ニュージーランド医療従事者インデックス番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ニュージーランドの医療従事者インデックス エンティティにマッチする項目と、hpi-cpn
や医療従事者インデックスといった付随語句を探します。

ニュージーランド国内税務局番号

このコンテンツ ブレードは、ニュージーランド国内税務局番号エンティティにマッチする項目と、IRD 番号や国内税務局
番号といった語句を探します。

ニュージーランド国内医療インデックス番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ニュージーランドの国内医療インデックス エンティティにマッチする項目と、nhi や国内医
療インデックスといった付随語句を探します。

ニューファンドランド・ラブラドール州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、ニューファンドランド・ラブラドール州の運転免許証のパター
ンにマッチする項目、および運転免許証や permis de conduire といった語句、そして NL や Labrador といった語句を
探します。

免許証パターンのルール：1 文字の後に 9 桁の数字が続く

運転免許証のパターン：<LDDDDDDDDD>

ノースカロライナ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ノースカロライナ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免
許証番号といった語句、NC や North Carolina といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、6 ～ 8 桁の数字です。

ノースダコタ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ノースダコタ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、ND や North Dakota といった語句を探します。

運転免許証のパターン： 9 桁の数字、または 3 文字の英字と 6 桁の数字
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ノバスコシア州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、ノバスコシア州の運転免許証のパターンにマッチする項目、お
よび運転免許証や permis de conduire といった語句、そして NS や Nova Scotia といった語句を探します。

免許証パターンのルール：5 文字の後に 9 桁の数字が続く

運転免許証のパターン：<LLLLDDDDDDDDD>

オハイオ州運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、オハイオ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして OH や Ohio といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、2 文字の英字、6 桁の数字です。

オクラホマ州免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、オクラホマ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番
号といった語句、そして OK や Oklahoma といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字と 8 桁の数字、または 9 桁の数字、またはフォーマットされた社会保障番号です。

オンタリオ州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、オンタリオ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、およ
び運転免許証や permis de conduire といった語句、そして ON や Ontario といった語句を探します。

免許証パターンのルール：1 文字の後に 14 桁の数字が続く

運転免許証のパターン：<LDDDDDDDDDDDDDD>

オレゴン州免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、オレゴン州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして OR や Oregon といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、6 ～ 7 桁の数字です。

患者識別番号コンテンツ ブレード
これは、カスタマイズを必要とするコンテンツ ブレードです。このコンテンツ ブレードを使用するには、会社固有の患
者識別番号のパターンに合った正規表現を追加します。このコンテンツ ブレードは、患者 ID または名前、米国の住所ま
たは米国式の日付といった語句を、カスタムの正規表現と組み合わせて、マッチする項目を探します。

ペンシルベニア州免許書番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ペンシルベニア州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許
証番号といった語句、そして PA や Pennsylvania といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、8 桁の数字です。

プリンスエドワードアイランド州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、プリンスエドワードアイランド州の運転免許証のパターンに
マッチする項目、および運転免許証や permis de conduire といった語句、そして PE や Prince Edward Island といっ
た語句を探します。
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免許証のパターン ルールは、5 ～ 6 桁の数字です。

運転免許証のパターン：

n <DDDD>

n <DDDDDD>

被保護医療情報用語コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、個人の医療記録や医療保険の請求に関連した語句を探します。

このコンテンツ ブレードは、次のような情報の組み合わせに対するマッチングを行います。

1 被保護医療情報辞書への複数のマッチ項目

2 被保護医療情報辞書への単一のマッチ項目と、名前、米国の住所、米国式の日付のうちのいずれか 2 つ

3 被保護医療情報辞書への単一のマッチ項目と、患者や医師を識別する語句（患者 ID、医師名など）

ケベック州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、ケベック州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および
運転免許証や permis de conduire といった語句、そして QC や Quebec といった語句を探します。

免許証パターンのルール：1 文字の後に 12 桁の数字が続く

運転免許証のパターン：LDDDDDDDDDDDD

ロードアイランド州免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ロードアイランド州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免
許証番号といった語句、そして RI や Rhode Island といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、7 桁の数字です。

サスカチュワン州運転免許証コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、サスカチュワン州の運転免許証のパターンにマッチする項目、
および運転免許証や permis de conduire といった語句、そして SK や Saskatchewan といった語句を探します。

免許証のパターン ルールは、8 桁の数字です。

免許証のパターン：<DDDDDDDD>

フォーマット SIN コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、カナダ社会保険番号（SIN）のフォーマットされたパターンを探します。

このコンテンツ ブレードは、次のいずれかの情報の組み合わせとある程度マッチするようになります。

1 フォーマット SIN への複数のマッチ項目

2 フォーマット SIN への単一のマッチ項目と、運転免許証や誕生日に関連した語句

3 フォーマット SIN への単一のマッチ項目と、社会保険番号に関連した語句（社会保険、SIN など）

非フォーマット SIN コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、カナダ社会保険番号（SIN）のフォーマットされていないパターンを探します。このコンテ
ンツ ブレードは、社会保険番号に関連した語句（社会保険、SIN など）や運転免許証や誕生日に関連した語句とだいたい
マッチしている内容で、フォーマットされていない SIN が見つかった場合、その該当する SIN とマッチします。
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フォーマット SSN コンテンツ ブレード
フォーマット SSN コンテンツ ブレード

このコンテンツ ブレードは、次のいずれかの情報の組み合わせとある程度マッチするようになります。

n フォーマット SSN への複数のマッチ項目

n SSNへの単一のマッチ項目と、名前、米国の住所、米国式の日付のうちのいずれか 2 つ

n フォーマット SSN への単一のマッチ項目と、社会保障番号に関連した語句（社会保障、SSN など）

非フォーマット SSN コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、フォーマットされていない米国社会保障番号（SSN）のパターンを探します。このコンテン
ツ ブレードは、社会保障番号と関連する語句（社会保障、SSN など）とだいたいマッチしている内容で、フォーマット
されていない SIN が見つかった場合、その該当する SIN とマッチします。

サウスカロライナ州免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、サウスカロライナ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免
許証番号といった語句、SC や South Carolina といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、9 桁の数字です。

サウスダコタ州免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、サウスダコタ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、SD や South Dakota といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、8 桁の数字、または社会保障番号です。

スペイン国民識別番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、スペインの国民識別番号エンティティにマッチする項目と、Documento Nacional de
Identidad や Número de Identificación de Extranjeros といった語句を探します。また正規表現を使用して、電話番
号と区別し、チェック文字のない DNI や NIE を二重にカウントすることを防ぎます。

スペイン パスポート番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、スペインのパスポート番号にマッチする項目と、pasaporte や passport といった語句を探
します。

パスポートのルール：8 文字の英数字 -- 2 文字の英字に 6 桁の数字が続く

パターン：

LLDDDDDD

LL-DDDDDD

LL DDDDDD

スペイン社会保障番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、スペインの社会保障番号への
マッチとして探します。

1 スペイン社会保障番号

2 社会保障番号と関連する語句（número de la seguridad social、social security number など）
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スウェーデン IBAN 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、スウェーデンの IBAN 番号へ
のマッチとして探します。

1 IBAN 関連の語句（国際銀行口座番号、IBAN など）

2 スウェーデン IBAN 番号のパターン

IBAN のルール：国コードの SE の後に 22 桁の数字が続く

パターン：SE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

スウェーデン パスポート番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、スウェーデンのパスポート番号を示す正規表現へのマッチ項目と、根拠となる次の可能な組
み合わせを探します。

1 Passnummer といった、パスポートに関連する語句

2 国としてのスウェーデン、国籍、および有効日付に関連する語句

パスポートのルール：8 桁の数字

パターン：

DDDDDDDD

DD-DDDDDD

LL-DDDDDD

テネシー州免許書番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、テネシー州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号
といった語句、そして TN や Tennessee といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、8 桁の数字です。

英国 BIC 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、スキャンを行って、次の 2 つの規則にマッチすることを要求することにより、英国の BIC
番号を探します。

1 ヨーロッパ BIC 番号の書式

2 BIC 番号の英国の書式

BIC ルール：8 または 11 文字の英数字です。5 文字目と 6 文字目は、ISO 3166-1 alpha-2 の国コードで、常に “GB” と
なります。

パターン：

LLLLLLAAA

LLLLLLAAAAA

LLLLLLAA-AAA

LLLLLLAA AAA

LLLLLL AA AAA

LLLL LL AA AAA

LLLL LL AA-AAA
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英国運転免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、英国の運転免許証番号である
として探します。

1 英国運転免許証のパターン

2 運転免許に関連する語句（運転免許など）または個人識別に関連する語句（誕生日、住所、電話番号など）のいず

れか

運転免許証のルール：英字で始まる 16 ～ 18 文字の英数字

パターン：

LAAAADDDDDDLLDLLDD

受け入れられる値では、一部の桁には制限があります。

英国 IBAN 番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、英国の IBAN 番号へのマッチ
として探します。

1 ヨーロッパ IBAN 番号の書式

2 英国 IBAN 番号のパターン

IBAN のルール：国コードの「GB」の後に 20 文字の英数字が続きます。

GB は ISO の国コード

2 桁（0 ～ 9 の数字のみ）、検査数字（IBAN）

4 文字の英字大文字（A ～ Z のみ）、銀行識別子

6 桁（0 ～ 9 の数字のみ）、銀行支店コード

8 桁（0 ～ 9 の数字のみ）、口座番号

パターン：

GBDDLLLLDDDDDDDDDDDDDD

GB DD LLLL DDDD DDDD DDDD DD

GB DD LLLL DDDDDD DDDDDDDD

英国国民医療サービス番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、かなり近くに存在している、次のような情報の組み合わせを、英国の国民医療サービス番号
へのマッチとして探します。

1 英国国民医療サービス番号のフォーマット

2 国民医療サービスに関連する語句、または患者の識別情報、または生年月日

英国 NINO 公式コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、英国国民保険番号（NINO）の公式のパターンを探します。

このコンテンツ ブレードは、次のいずれかの情報の組み合わせとごく程度マッチするようになります。

1 NINO 公式パターンへの複数のマッチ項目

2 NINO 公式パターンへの単一のマッチ項目と、国民保険番号に関連した語句（NINO、納税者番号など）
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英国パスポート番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、次のようなサポートされている根拠で英国パスポート番号エンティティの 1 つへのマッチ項
目を探します。

1 パスポート番号の前に存在する、パスポートや国民パスポート コードといった、パスポートに関連する語句

2 英国と関連する語句、または発行日付（オプションのマッチ項目）

ユタ州免許書番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ユタ州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番号と
いった語句、そして UT や Utah といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、6 ～ 10 桁の数字です。

バージニア州免許書番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、バージニア州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番
号といった語句、そして VA や Virginia といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字、8 桁の数字です。

Visa カード番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、次のいずれかの情報の組み合わせを探します：

1 複数の JCB クレジット カード番号

2 単一のクレジット カード番号に ccn、クレジット カード、有効期限などの語句が加わったもの

3 単一のクレジット カード番号に有効期限が加わったもの

ワシントン州免許証番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ワシントン州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証番
号といった語句、そして WA や Washington といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、5 文字の英字（姓）、1 文字の英字（名）、1 文字の英字（ミドル ネーム）、3 桁の数字、2 文字
の英数字です。姓やミドル ネームのフィールドが短い場合には、* 文字で埋めます。

ウィスコンシン州免許書番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ウィスコンシン州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許
証番号といった語句、そして WI や Wisconsin といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、1 文字の英字、13 桁の数字です。

ワイオミング州免許書番号コンテンツ ブレード
このコンテンツ ブレードは、ワイオミング州の運転免許証のパターンにマッチする項目、および運転免許証や運転免許証
番号といった語句、そして WY や Wyoming といった語句を探します。

運転免許証のパターンは、9 ～ 10 桁の数字です。
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サポートされるファイル形式

vShield Data Security では、次のファイル形式を検出できます。

表 15‑2.  アーカイブ形式

アプリケーション形式 エクステンション

7-Zip 4.57 7Z

BinHex HQX

BZIP2 BZ2

Expert Witness （EnCase） 圧縮形式 E0、E101 など

GZIP 2 GZ

ISO-9660 CD ディスク イメージ形式 ISO

Java アーカイブ JAR

Legato EMailXtender アーカイブ EMX

Mac バイナリ BIN

Mac Disk Copy ディスク イメージ DMG

Microsoft バックアップ ファイル BKF

Microsoft Cabinet 形式 1.3 CAB

Microsoft 圧縮フォルダ LZH
LHA

Microsoft Entourage

Microsoft Outlook Express DBX

Microsoft Outlook Offline Store 2007 OST

Microsoft Outlook Personal Store 2007 PST

OASIS OpenDocument 形式 ODC
SXC
STC
ODT
SXW
STW

Open eBook Publication Structure EPUB

PKZIP ZIP

RAR アーカイブ RAR

自己解凍アーカイブ SEA

シェル スクラップ オブジェクト ファイル SHS

テープ アーカイブ TAR

UNIX Compress Z

UUEncoding UUE

WinZip ZIP
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表 15‑3.  コンピュータ支援設計形式

アプリケーション形式 エクステンション

CATIA 形式 5 CAT

Microsoft Visio 5、2000、2002、2003、2007 VSD

MicroStation 7、8 DGN

Omni Graffle GRAFFLE

表 15‑4.  データベース形式

アプリケーション形式 エクステンション

Microsoft Access 95、97、2000、2002、2003、2007 MDB

表 15‑5.  表示形式

アプリケーション形式 エクステンション

Adobe PDF 1.1 ～ 1.7 PDF

表 15‑6.  メール形式

アプリケーション形式 エクステンション

Domino XML Language DXL

Legato Extender ONM

Lotus Notes データベース 4、5、6.0、6.5、7.0、および 8.0 NSF

Mailbox Thunderbird 1.0 および Eudora 6.2 MBX

Microsoft Outlook 97、2000、2002、2003、および 2007 MSG

Microsoft Outlook Express Windows 6 および Macintosh 5 EML

Microsoft Outlook Personal Folder 97、2000、2002、および 2003 PST

テキスト メール （MIME） 各種

表 15‑7.  マルチメディア形式

アプリケーション形式 エクステンション

Advanced Streaming Format 1.2 DXL

表 15‑8.  プレゼンテーション形式

アプリケーション形式 エクステンション

Apple iWork Keynote 2、3、‘08、および ‘09 GZ

Applix Presents 4.0、4.2、4.3、4.4 AG

Corel Presentations 6、7、8、9、10、11、12、および X3 SHW

Lotus Freelance Graphics 2 PRE

Lotus Freelance Graphics 96、97、98、R9、および 9.8 PRZ

Macromedia Flash ～ 8.0 SWF

Microsoft PowerPoint PC 4 PPT

Microsoft PowerPoint Windows 95、97、2000、2002、および
2003

PPT、PPS、POT

vShield 管理ガイド

212  VMware, Inc.



表 15‑8.  プレゼンテーション形式 (続き)

アプリケーション形式 エクステンション

Microsoft PowerPoint Windows XML 2007 PPTX、PPTM、POTX、POTM、PPSX、および PPSM

Microsoft PowerPoint Macintosh 98、2001、v.X、および 2004 PPT

OpenOffice Impress 1 および 1.1 SXP

StarOffice Impress 6 および 7 SXP

表 15‑9.  スプレッドシート形式

アプリケーション形式 エクステンション

Apple iWork Numbers '08 および 2009 GZ

Applix Spreadsheets 4.2、4.3、および 4.4 AS

Comma Separated Values CSV

Corel Quattro Pro 5、6、7、8、X4 WB2、WB3、QPW

Data Interchange Format DIF

Lotus 1-2-3 96、97、R9、9.8、2、3、4、5 123、WK4

Lotus 1-2-3 Charts 2、3、4、5 123

Microsoft Excel Windows 2.2 ～ 2003 XLS、XLW、XLT、XLA

Microsoft Excel Windows XML 2007 XLSX、XLTX、XLSM、XLTM、XLAM

Microsoft Excel Charts 2、3、4、5、6、7 XLS

Microsoft Excel Macintosh 98、2001、v.X、2004 XLS

Microsoft Office Excel Binary Format 2007 XLSB

Microsoft Works Spreadsheet 2、3、4 S30 S40

Oasis OpenDocument Format 1、2 ODS、SXC、STC

OpenOffice Calc 1、1.1 SXC、ODS、OTS

StarOffice Calc 6、7

表 15‑10.  テキストおよびマークアップ形式

アプリケーション形式 エクステンション

ANSI TXT

ASCII TXT

Extensible Forms Description Language XFDL、XFD

HTML 3、4 HTM、HTML

Microsoft Excel Windows XML 2003 XML

Microsoft Word Windows XML 2003 XML

Microsoft Visio XML 2003 vdx

MIME HTML MHT

Rich Text Format 1 ～ 1.7 RTF

Unicode Text 3、4 TXT

XHTML 1.0 HTM、HTML

XML （汎用） XML
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表 15‑11.  ワード プロセシング形式

アプリケーション形式 エクステンション

Adobe FrameMaker InterchangeFormat 5、5.5、6、7 MIF

Apple iChat Log AV、AV 2、AV 2.1、AV 3 LOG

Apple iWork Pages ‘08、2009 GZ

Applix Words 3.11、4、4.1、4.2、4.3、4.4 AW

Corel WordPerfect Linux 6.0、8.1 WPS

Corel WordPerfect Macintosh 1.02、2、2.1、2.2、3、3.1 WPS

Corel WordPerfect Windows 5、5.1、6、7、8、9、10、11、
12、X3

WO、WPD

DisplayWrite 4 IP

Folio Flat File 3.1 FFF

Founder Chinese E-paper Basic 3.2.1 CEB

Fujitsu Oasys 7 OA2

Haansoft Hangul 97、2002、2005、2007 HWP

IBM DCA/RFT （Revisable Form Text） SC23-0758 -1 DC

JustSystems Ichitaro 8 ～ 2009 JTD

Lotus AMI Pro 2、3 SAM

Lotus AMI Professional Write Plus 2.1 AMI

Lotus Word Pro 96、97、R9

Lotus SmartMaster 96、97 MWP

Microsoft Word PC 4、5、5.5、6 DOC

Microsoft Word Windows 1.0 および 2.0、6、7、8、95、97、
2000、2002、2003

DOC

Microsoft Word Windows XML 2007 DOCX、DOTX、DOTM

Microsoft Word Macintosh 4、5、6、98、2001、v.X、2004 DOC

Microsoft Works 2、3、4、6、2000 WPS

Microsoft Windows Write 1、2、3 WRI

Oasis OpenDocument Format 1、2 ODT、SXW、STW

OpenOffice Writer 1、1.1 SXW、ODT

Omni Outliner 3 OPML、OO3、OPML、OOUTLINE

Skype ログ ファイル DBB

StarOffice Writer 6、7 SXW、ODT

WordPad ～ 2003 RTF

XML Paper Specification XPS

XyWrite 4.12 XY4
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トラブルシューティング 16
ここでは、vShield の一般的な問題のトラブルシューティングについて説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

n vShield Manager のインストールのトラブルシューティング (P. 215)

n 操作上の問題のトラブルシューティング (P. 216)

n vShield Edge の問題のトラブルシューティング (P. 217)

n vShield Endpoint の問題のトラブルシューティング (P. 219)

n vShield Data Security の問題のトラブルシューティング (P. 220)

vShield Manager のインストールのトラブルシューティング
ここでは、vShield Manager のインストールの問題をトラブルシューティングする方法について詳しく説明します。

vSphere Client 上で vShield OVA ファイルがインストールされない
vShield OVA ファイルをインストールできません。

問題

vShield OVA ファイルをインストールしようとしましたが、失敗しました。

解決方法

vShield OVA ファイルをインストールできない場合、vSphere Client のエラー ウィンドウに、失敗が発生した行が表示
されます。このエラー情報と vSphere Client のビルド情報を VMware のテクニカル サポートに送信してください。

vShield Manager 仮想マシンの起動後に CLI にログインできない

問題

OVF のインストール後に vShield Manager CLI にログインできません。

解決方法

vShield Manager CLI にログインするには、vShield Manager のインストールの完了後、数分間待機します。Console
タブ ビューで、画面が空白の場合は Enter キーを押してコマンド プロンプトを確認します。
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vShield Manager のユーザー インターフェイスにログインできない

問題

Web ブラウザから vShield Manager ユーザー インターフェイスにログインしようとしましたが、ページが見つからな
いという例外が表示されました。

解決方法

vShield Manager の IP アドレスが、Web ブラウザではアクセスできないサブネットにあります。vShield を使うには、
vShield Manager 管理インターフェイスの IP アドレスはウェブ ブラウザから到達できなければなりません。

操作上の問題のトラブルシューティング

操作上の問題とは、インストール後に発生する可能性がある問題です。

vShield Manager が vShield App と通信できない

問題

vShield Manager から vShield App を設定できません。

解決方法

vShield Manager から vShield App を設定できない場合、その 2つの仮想マシン間の接続が切れていると考えられま
す。vShield の管理インターフェイス は vShield Manager 管理インターフェイスと対話できません。管理インターフェ
イスが同じサブネットにあることを確認してください。VLAN を使用している場合は、管理インターフェイスが同じ VLAN
にあることを確認してください。

その他の理由としては、vShield App または vShield Manager の仮想マシンがパワーオフであることが考えられます。

vShield App を設定できない

問題

vShield App を設定できません。

解決方法

次のいずれかが考えられます。

n vShield App 仮想マシンが破損しています。問題の vShield App を vShield Manager ユーザー インターフェイス
からアンインストールしてください。ESX ホスト を保護するために新しい vShield Appをインストールします。

n vShield Manager が vShield App と通信できません。

n vShield 構成ファイルをホストしている storage/LUN に失敗しました。これが発生すると、一切の構成変更ができ
なくなります。しかし、ファイアウォールは引き続き実行されます。リモート ストレージが不安定な場合は vShield
仮想マシンをローカル ストレージに保存できます。

vSphere Client を使って影響を受けた vShield App の TAR を生成するか、スナップショットを作成してください。こ
の情報を VMware テクニカル サポートに送信します。
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ファイアウォールのブロック ルールが対象トラフィックをブロックしない

問題

あるトラフィックをブロックするために App Firewall を設定しました。Flow Monitoring を使ってトラフィックを見た
ら、ブロックしたかったトラフィックが許可になっていました。

解決方法

ルールの順序とスコープを確認します。ルールを適用するコンテナ レベルも確認します。誤ったコンテナに対して IP ア
ドレス ベースのルールが構成されていると、問題が発生することがあります。

影響を受ける仮想マシンの常駐場所を確認します。仮想マシンが vShield App の内側にありますか？ない場合、ルール
はどのエージェントにも適用されません。リソース ツリー内の仮想マシンを選択します。仮想マシンの App Firewall タ
ブは、その仮想マシンが影響を受けるルールすべてを表示します。

保護されていない仮想マシンをすべて vShield 保護下のスイッチに設置するか、vShield をインストールしてその仮想マ
シンの置かれている vSwitch を保護してください。

問題になっている App Firewall ルールのログ記録を有効にします。これにより vShield App を経由するネットワーク ト
ラフィックが遅くなることがあります。

vShield App の接続を確認してください。System Status ページで vShield App が同期から外れていないかチェックし
てください。同期していない場合、 [Force Sync] をクリックします。それでも同期しない場合、System Event ログに
移動して原因を判断します。

Flow Monitoring で Flow Data が表示されない。

問題

vShield Manager と vShield App をインストールしました。Flow Monitoring タブを開いても、データが全く見えま
せん。

解決方法

次のいずれかが考えられます。

n vShield App にトラフィック セッションを監視する十分な時間が与えられませんでした。vShield App をインス
トールしてからさらに数分経つと、トラフィック データを収集できます。Flow Monitoring タブで [Get Latest ]
をクリックすることにより、データ収集を要求できます。

n トラフィックの送り先が vShield App により保護されていない仮想マシンです。お使いの仮想マシンが vShield App
により保護されていることを確認してください。仮想マシンは vShield App 保護 （p0） ポートと同じポート グルー
プに属している必要があります。

n vShield App により保護されている仮想マシンあてのトラフィックがありません。

n それぞれの vShield App のシステム ステータスをチェックして、非同期に関する問題がないことを確認します。

vShield Edge の問題のトラブルシューティング
ここでは、vShield Edge の操作上の問題をトラブルシューティングする方法について詳しく説明します。

仮想マシンが DHCP サーバから IP アドレスを取得しない

手順

1 CLI コマンドを使って vShield Edge 上の DHCP 設定がうまくできているか確認します：show configuration
dhcp.
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2 CLI コマンドを使って DHCP サービスが vShield Edge 上で稼働しているかチェックします：show service dhcp

3 仮想マシン上の vmnic と vShield Edge が接続されていることを確認します （ [vCenter] - [Virtual Machine] -
[Edit Settings] - [Network Adapter] - [Connected/Connect at Power On] チェック ボックス）。

vShield App と vShield Edge が同じ ESX ホスト 上にインストールされている時、vShield Appが vShield Edge
の後にインストールされると NIC が切断されることがあります。

ロード バランサーが動かない

手順

1 CLI コマンドを使って ロード バランサーが vShield Edge 上で稼働しているかチェックします：show service
lb

start コマンドでロード バランサーが開始することがあります。

2 CLI コマンドを使って ロード バランサーの設定をチェックします：show configuration lb

このコマンドはリスナーがどの外部インターフェイスで稼働しているかも表示します。

ロードバランサーが HTTP リクエストに対し Error 502 Bad Gateway を返す
このエラーはバックエンドまたは内部サーバがリクエストに反応しない時に発生します。

手順

1 内部サーバの IP アドレスが正しいか確認してください。

現在の設定は vShield Manager または CLI コマンド show configuration lb で見ることができます。

2 内部サーバの IP アドレスが vShield Edge 内部インターフェイスから到達可能か確認してください。

3 内部サーバが IP をリスンしいているか確認します：ポートの組み合わせはロードバランサーの設定の時に指定され
ています。

ポートが指定されていない場合、IP ポート 80 をチェックします。内部サーバは、127.0.0.1:80 のみをリスンするの
ではなく、0.0.0.0:80 または <internal-ip>:80 も開放している必要があります。

VPN が動かない

手順

1 トンネルの相手側の設定が正しいか確認します。

CLI コマンドを使います：show configuration ipsec

2 IPSec サービスが vShield Edge 上で稼働しているか確認します。

CLI コマンドを使って確認するには：show service ipsecstart コマンドで サービスを開始しなければなりま
せん。

IPSec が稼働し、トンネルが確立された時点で他のエラーが発生した場合は、show service ipsec の出力結果
が関連する情報を表示します。

3 vShield Edge と remoteEnd 両端の設定、特に共有キーを確認します。

4 MTU またはフラグメンテーション関連の問題を小さいサイズと大きいサイズの Ping を使ってデバッグします。

n ping -s 500 ip-at-end-of-the-tunnel

n ping -s 2000 ip-at-end-of-the-tunnel
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SSL VPN が機能しない

手順

1 SSL VPN とロード バランサーが同じホストで構成されていないことを確認します。

2 SSL VPN サービスが有効になっていることを確認します。

3 vShield Edge インターフェイスで SSL が有効になるようにサーバの設定値が指定されていることを確認します。

4 外部の認証サーバに到達可能なことを確認します。

vShield Endpoint の問題のトラブルシューティング
ここでは、vShield Endpoint の操作上の問題をトラブルシューティングする方法について詳しく説明します。

シン エージェントのログ記録
vShield Endpoint シン エージェントのログ記録は保護された仮想マシンの内側で行われます。 起動時に 2 つのレジスト
リ値が Windows レジストリから取得されます。 値は定期的にポーリングされます。

2 つのレジストリ値、log_dest および log_level が、レジストリの次の場所にあります。

n HKLM\System\CurrentControlSet\Services\vsepflt\Parameters\log_dest

n HKLM\System\CurrentControlSet\Services\vsepflt\Parameters\log_level

どちらも DWORD ビットマスクで、以下のすべての値の組み合わせがあります：

表 16‑1.  シン エージェントのログ記録

DWORD 値 説明

log_dest 0x1

0x2

WINDBLOG

デバッグ モードを必要とする
VMWARE_LOG

ログ ファイルは仮想マシンのルー
ト ディレクトリに保存される

log_level 0x1

0x2

0x4

0x8

0x10

AUDIT

ERROR

WARN

INFO

DEBUG

既定では、リリース ビルドの値は VMWARE_LOG と AUDIT にセットされています。 Or で値をまとめることができます。

さらに詳しく vShield Endpoint の健全性を監視するには、第 14 章「vShield Endpoint のイベントとアラーム (P. 167)」
を参照してください。

コンポーネント バージョンの互換性
SVM のバージョンとシン エージェントのバージョンには互換性がなければなりません。

様々なコンポーネントのバージョン情報を取得するには：

n SVM：パートナー SVM の場合には、アンチウィルス ソリューション プロバイダーからの指示を参照してください。
vShield Data Security 仮想マシンの場合には、vShield Manager にログインして、インベントリから仮想マシン
を選択します。Summary タブにビルド番号が表示されます。

n GVM：ドライバ ファイルのプロパティを右クリックして、ビルド番号を表示します。ドライバのパスは
C:\WINDOWS\system32\drivers\vsepflt.sys です。
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n vShield Endpoint Module：vShield Manager にログインして、インベントリからホスト名を選択します。
Summary タブに vShield Endpoint のビルド番号が表示されます。

vShield Endpoint の健全性およびアラームの確認
vShield Endpoint コンポーネントが vShield Manager と通信できることが必要です。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからデータセンター、クラスタ、または ESX ホストを選択します。

3 [vShield App ] タブをクリックします。

4 [Endpoint] をクリックします。

5 SVM （Security Virtual Machine）、ESX ホストに常駐する vShield Endpoint モジュール、および保護された仮想
マシンに常駐するシン エージェントの状態が正常であることを確認します。

6 仮想マシンに常駐するシン エージェントが正常でなかった場合には、VMware Tools が 8.6.0 であるかどうか確認
してください（ESXi 5.0 Patch 1でリリースされたもの）。

7 アラームが表示された場合は、適切な措置を講じます。詳細については、「vShield Endpoint のアラーム (P. 168)」
を参照してください。

vShield Data Security の問題のトラブルシューティング
vShield Data Security では vShield Endpoint テクノロジーを使用しているため、トラブルシューティングの手順は、
これら両方のコンポーネントでよく似ています。

vShield Data Security で何らかの問題が発生した場合には、まず Data Security アプライアンスが有効とレポートされ
ていることを確認してください。 その後で、データ セキュリティ スキャンが開始されたことを確認します。

スキャンの開始および停止タイムスタンプの確認

vShield Data Security は、パワーオン状態になっている仮想マシンだけをスキャンします。 vShield Data Security の
問題をトラブルシューティングする際の最初の手順は、仮想マシンがスキャンされたかどうかを確認することです。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ] - [ホストおよびクラスタ] に進みます。

2 リソース ツリーからデータセンター、ESX ホスト、または仮想マシンを選択します。

3 [Tasks and Events] タブを選択します。

4 Name 列でスキャンを探して、スキャンが正常に完了したかどうかを確認します。

違反検出の精度について

精度はリコールとプレシジョンという 2 つの要因によって測られます。リコールとプレシジョンを理想的な方法で組み合
わせれば、保護のために必要十分なコンテンツを得ることができます。コンテンツ検出は、陽性と陰性、および真と偽と

いう 2 つの方法で評価されます（私は自分が探しているものを見つけただろうか、そして、見つけたものは正しいだろう
か？）。

結果としては 4 通りのものがあり、それぞれ次のような意味になります。
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表 16‑2.  コンテンツ検出の結果

陽性 陰性

真 機密のコンテンツが正しく機密として判断

されます。

非機密のコンテンツが正しく非機密として判

断されます。

偽 非機密のコンテンツが誤って機密として判

断されます。

機密のコンテンツが誤って非機密として判断

されます。

リコールでは、コンテンツ ブレードに関連する文書の断片が集められます。

n リコール値を高くすると範囲が広くなり、機密の可能性のあるすべての文書が集められます。リコール値を高くしす

ぎると、偽陽性が多くなります。[偽陽性=コンテンツ ブレードによって機密と判断されたものの、実際には機密で
はない文書。]

n リコール値を小さくすると、機密と判断される文書が少なくなります。リコール値を低くしすぎると、偽陰性が多く

なります。[偽陰性=コンテンツ ブレードによって機密ではないと判断されたものの、実際には機密である文書。]

プレシジョンは、検索に関連あるものとして取得する文書の割合です。

n プレシジョン値を高くすれば、返される偽陽性の数が少なくなります。

n プレシジョン値を低くすれば、返される偽陽性の数が多くなります。

プレシジョンは、返される結果の関連性の高さのことです。例えば、クレジットカード業界のセキュリティ基準（PCI
DSS）ポリシーをトリガーした文書は、すべてが実際にクレジット カード番号を含んでいたでしょうか、それとも、一部
は誤って機密の PCI データとして判別された UPC または EAN 番号を含んでいたでしょうか？プレシジョン値を高くする
と、検索対象が絞り込まれて焦点が合ったものになり、取得するすべてのコンテンツが実際に機密のものになります。

表 16‑3.  プレシジョンとリコール

精度の要因 測定 値が低かった場合に生じる問題

プレシジョン 取得した文書のうち、実際に関連あるもの

の割合。

偽が増える

リコール すべての機密の文書のうち、実際に取得さ

れるものの割合。

偽陰性が増える

第 16 章 トラブルシューティング
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