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本書について

このマニュアル、vShield 管理ガイド では、vShield Manager ユーザー インターフェイス、vSphere Client プラグイ
ン、およびコマンドライン インターフェイス （CLI） を使用して VMware®vShield™ システムをインストール、構成、
監視、およびメンテナンスする方法について説明します。段階的な構成手順や推奨されるベスト プラクティスについても
記載しています。

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 4.x についての知識も前提としています。

VMware の技術ドキュメントの用語集
VMWare の技術ドキュメントには、新しい用語などを集約した用語集があります。当社の技術ドキュメントで使用されて
いる用語の定義については、http://www.vmware.com/jp/support/support-resources/pubs をご覧ください。

本書へのフィードバック

ドキュメントの向上にご協力ください。本書に関するコメントがございましたら、メール アドレス 
docfeedback@vmware.com までフィードバックをお寄せください。

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースをご紹介します。本書およびその他の文書の最新バー
ジョンは、 http://www.vmware.com/jp/support/pubs でご覧いただけます。

オンライン サポートおよび電
話サポート

テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録を
オンラインで行うには、 http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1 の
問題に関しては電話でのサポートをご利用ください。詳細は 
http://www.vmware.com/support/japan.html をご覧ください。

サポート サービス お客様のビジネス ニーズに適した各種サポートの詳細については、 
http://www.vmware.com/jp/support/services をご覧ください。

VMware プロフェッショナ
ル サービス

VMWare 教育サービスのコースでは、広範なハンズオン ラボやケース スタディをご
紹介します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供してい

ます。トレーニングは、オンサイト、講義形式、およびライブ オンラインで受講でき
ます。オンサイトのパイロット プログラムと実装のベスト プラクティスでは、VMware
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コンサルティング サービスにより、お客様の仮想環境の評価、計画、構築、管理に役
立つ情報を提供しています。教育トレーニング、認定プログラム、およびコンサルティ

ング サービスの情報については、http://www.vmware.com/jp/services をご覧くだ
さい。
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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や不正使用から保護して、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. 11)

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. 11)

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（Cloud Director を含
む）

n ファイアウォール：サポートされているルールは、TCP、UDP、および ICMP に
対するステートフル検査のための IP およびポート範囲が指定された、IP 5 タプル
構成を含む。

n ネットワーク アドレスのトランスレーション：ソースおよびディスティネーショ
ン IP アドレスを個別にコントロールする。また TCP および UDP ポートのトラン
スレーションも行う。

n 動的ホスト構成プロトコル（DHCP）：IP プール、ゲートウェイ、DNS サーバー、
および検索ドメインの構成。

アドバンスト vShield Edge
サービス

n サイト間仮想プライベート ネットワーク（VPN）：標準化された IPsec プロトコ
ル設定を使用して、主要なすべてのファイアウォール ベンダーと相互運用できる
ようにする。

n ロード バランシング：シンプルで動的に構成可能な仮想 IP アドレスおよびサー
バー グループ。

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できる、内部の vNIC レベルでのファイ
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。

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 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 フィルター 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。このファイアウォール フィルター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。
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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。

セキュリティ設定とサービスを維持するために各 vShield Edgeはその保護されたポート グループと一緒に移動する必要
があります。

vShield App とポート グループの分離機能サービスは別の ESX ホスト に移動することはできません。これらのサービス
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し、これらの仮想アプライアン
スが移動していないか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。

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 Manager では以下のポートが開放されている必要があります：

n ESX ホストへのアクセス：902/TCP と 903/TCP

n REST API：80/TCP と 443/TCP

n グラフィック ユーザー インターフェイス：80/TCP から 443/TCP と vSphere vCenter SDK への接続開始

n CLI への SSH アクセス権（既定では無効）：22/TCP

第 1 章 vShield の概要
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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。詳しくは 「vSphere Client プラグインとしての vShield Manager の登
録 (P. 18)」 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 SSH 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   認証に SSL 証明書を用いるには、「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. 23)」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、インス
トール済みの vShield App および vShield Edge モジュールが含まれます。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 のイン
ベントリ パネルに表示されない仮想マシンは、vShield Manager だけです。vShield Manager は、インベントリ パネ
ル上部にある  [[Settings & Reports]]  リソースで設定します。

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、安全なポート グループホス
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。Secured
Port Groups ビューは vShield Edge インスタンスにより保護されたポート グループを表示します。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

 

 

保護が有効な状態にあるパワーオンの vShield App。

 

 

パワーオフの vShield App。

 

 

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。

n インベントリ パネルの更新 (P. 15)

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。

vShield 管理ガイド
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n インベントリ パネルの検索 (P. 15)

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。

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
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 vCenter Server への接続 (P. 17)

n vSphere Client プラグインとしての vShield Manager の登録 (P. 18)

n DNS サービスの識別 (P. 18)

n vShield Manager の日付と時刻の設定 (P. 19)

n コンポーネントからのテクニカル サポート ログのダウンロード (P. 19)

n vShield Manager のステータスの表示 (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)

vCenter Server への接続
vCenter Server に接続すると、vShield Manager で VMware Infrastructure のインベントリを表示できます。

手順

1 vShield Manager にログインします。

最初のログイン時、vShield Manager には  [Configuration > vCenter]  タブが表示されます。それ以前に  [vCenter]
タブの形式を構成している場合は、次の手順を実行します。

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

b [Configuration]  タブをクリックします。

[vCenter]  画面が表示されます。

2 vCenter Server Information の  [Server IP Address/Name]  フィールドに、vCenter Server の IP アドレスを入
力します。

3 [Administrator User Name]  フィールドに、vSphere Client のログイン ユーザー名を入力します。

このユーザー アカウントには、管理者アクセス権限が必要です。

4 [Password]  フィールドに、そのユーザー名に対応するパスワードを入力します。

5 [Save]  をクリックします。
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vShield Manager は、vCenter Server に接続してログオンし、VMware Infrastructure SDK を利用して vShield
Manager インベントリ パネルを配置します。インベントリ パネルは画面の左側に表示されます。このリソース ツリー
は、VMware Infrastructure インベントリ パネルと一致する必要があります。vShield Manager は、vShield Manager
インベントリ パネルには表示されません。

vSphere Client プラグインとしての vShield Manager の登録
[vSphere Plug-in] オプションを使用すると、vShield Manager を vSphere Client プラグインとして登録できます。こ
のプラグインが登録されると、vSphere Client から vShield Manager ユーザー インターフェイスを表示できるように
なります。

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。

[vCenter]  画面が表示されます。

5 [vSphere Plug-in]  の下の  [Register]  をクリックします。

登録には数分かかることがあります。

6 vSphere Client にログインします。

7 ESX ホストを選択します。

8 [vShield Install] がタブとして表示されたことを確認します。

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。

DNS サービスの識別
vShield Manager のセットアップ中、最低 1台の DNS サーバを指定する必要があります。指定された DNS サーバは
vShield Manager ユーザー インターフェイスに現れます。

vShield Manager ユーザー インターフェイスでは、 IP アドレスとホスト名解決のために vShield Manager が使用でき
る DNS サーバを最大 3台まで指定できます。

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 [Configuration]  タブをクリックします。

[vCenter]  画面が表示されます。

3 [DNS Servers]  の下で、 [Primary DNS IP Address]  に IP アドレスを入力し、プライマリ DNS サーバを識別します。

このサーバーはすべての解決要求を確認するために最初にチェックされます。

4 (オプション)  [Secondary DNS IP Address]  フィールドに IP アドレスを入力します。

5 (オプション)  [Tertiary DNS IP Address]  フィールドに IP アドレスを入力します。

6 [Save]  をクリックします。

vShield 管理ガイド
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vShield Manager の日付と時刻の設定
vShield Manager の日付、時刻、およびタイムゾーンを、タイムスタンプ イベントおよびデータに設定できます。また、
NTP サーバーへの接続を指定して、共通ネットワーク タイムを確立できます。

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 [[Date/Time]]  をクリックします。

4 [Date and Clock]  フィールドで、日付と時刻を YYYY-MM-DD HH:MM:SS の形式で入力します。

5 [NTP Server]  フィールドに、NTP サーバーの IP アドレスを入力します。

DNS サービスを設定済みの場合は、NTP サーバのホスト名を記入できます。

6 [Time Zone]  ドロップダウン メニューで、適切なタイム ゾーンを選択します。

7 [Save]  をクリックします。

コンポーネントからのテクニカル サポート ログのダウンロード
システム ログを vShield コンポーネントから PC にダウンロードできます。システム ログは、運用上の問題のトラブル
シューティングに使用できます。

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 [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、独自のファイル拡張子 .blsl 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。

vShield Manager のステータスの表示
vShield Manager では、システム リソースの使用率が、ソフトウェア バージョンの詳細、ライセンスのステータス、お
よびシリアル番号とともに表示されます。更新やサポートを利用するには、このシリアル番号をテクニカル サポートに登
録する必要があります。

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 [Configuration]  タブをクリックします。

3 [Status]  をクリックします。

第 3 章 システム設定の管理
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次に進む前に

「現在のシステム ソフトウェアの表示 (P. 25)」を参照してください。

vShield Manager ウェブ サービスを識別するための SSL 証明書の追加
vShield Manager ウェブ サービスの身元を証明するために vShield Manager に SSL 証明書を発行またはインポートす
ることができます。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] サイト名とマッチする名前を入力します。例えば、vShield Manager 管理インター
フェイスの IP アドレスが 192.168.1.10 だった場合、 192.168.1.10 と入力し
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。

[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
既存の 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。

6 [Apply]  をクリックします。

証明書が vShield Manager に保存されます。

vShield 管理ガイド
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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 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 ユーザー アカウントの管理 (P. 21)

n デフォルト ユーザー アカウントの管理 (P. 22)

n ユーザー アカウントの追加 (P. 22)

n ユーザー アカウントの編集 (P. 23)

n ユーザー ロールの変更 (P. 23)

n ユーザー アカウントの無効化または有効化 (P. 24)

n ユーザー アカウントの削除 (P. 24)

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。
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表 4-1.  vShield Manager のユーザー ロール (続き)

権限 権限

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。

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ローカル ユーザー アカウントが含まれます。このユーザー アカウン
トはすべてのリソースへのアクセス権限を持ちます。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 で、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. 23)」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 アカ
ウントの管理 (P. 21)」 を参照してください。
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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
vCenter ユーザーにロールを割り当てると、vCenter はそのロールを Active Directory を使用して認証します。

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。

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 アカ
ウントの管理 (P. 21)」 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。

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、パスワード、ロール、および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。

パスワードを変更する場合は、 [Retype Password]  フィールドにパスワードを再入力して確定します。

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。

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。
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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. 25)

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. 25)

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。

n アップデート履歴の確認 (P. 26)

[Update History]  には、インストール済みのアップデートが、それぞれのアップデートのインストール日および
簡単な説明とともに一覧表示されます。

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。
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2 [Updates]  タブをクリックします。

3 [Upload Settings]  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。

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。

アップデート履歴の確認

[Update History]  には、インストール済みのアップデートが、それぞれのアップデートのインストール日および簡単な
説明とともに一覧表示されます。

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 [Updates]  タブをクリックします。

3 [Update History]  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. 27)

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. 28)

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. 29)

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。バックアップをリストアすると、現在の構成が上書きされます。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。

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 (オプション) 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

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。バックアップをリストアすると、現在の構成が上書きされます。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 [Configuration]  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

VMware, Inc.  29



vShield 管理ガイド

30  VMware, Inc.



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. 31)

n vShield Manager の仮想アプライアンスのイベント (P. 31)

n vShield App イベント (P. 32)

n Syslog の形式について (P. 33)

n 監査ログの表示 (P. 33)

システム イベントのレポートの表示
vShield Manager では、システム イベントを 1 つのレポートにまとめます。このレポートは、vShield App とイベント
の重要度に基づいてフィルタ処理できます。

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 [System Events]  タブをクリックします。

3 (オプション) 1 つ以上の vShield App インスタンスを  [vShield]  フィールドから選択します。

デフォルトでは、すべての vShield App インスタンスが選択されます。

4 [and Severity]  ドロップダウン メニューから、結果のフィルタ処理の基準にする重要度を選択します。

デフォルトでは、すべての重要度が含まれています。一度に 1 つまたは複数の重要度を選択できます。

5 [View Report]  をクリックします。

6 レポート出力内の  [Event Time]  リンクをクリックして、特定のイベントの詳細を表示します。

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。
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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

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 「vShield Manager のステータスの表
示 (P. 19)」を参照してください。

「vShield Manager のステータスの表
示 (P. 19)」を参照してください。

「vShield Manager のステータスの表
示 (P. 19)」を参照してください。

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. 33)」を参
照してください。

e1000: mgmt:
e1000_watchdog_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_watchdog_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. 31)」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. 52)」
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. 52)」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. 52)」を参照し
てください。

表 7-4.  vShield App 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 NA 「Syslog の形式について (P. 33)」
を参照してください。

GUI 「vShield App の現在の
システム ステータスの表
示 (P. 52)」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. 52)」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. 52)」を参照して
ください。

システム イベントのログを参照して
ください。「システム イベントのレ
ポートの表示 (P. 31)」を参照してく
ださい。
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Syslog の形式について

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 列フィルタの 1 つまたは複数をクリックして、出力を絞り込みます。

オプション 操作

[User Name] アクションを実行したユーザーのログイン名を選択します。

[Module] 実行されたアクションの対象になった vShield リソースを選択します。

[Operation] 実行されたアクションの種類を選択します。

[Status] アクションの結果を [Success] または [Failure] から選択します。

[Operation Span] 実行されたアクションの対象になった vShield コンポーネントを選択します。 [Local]
は vShield Manager を意味します。
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vShield コンポーネントのアンインストール 8
この章では、vCenter インベントリから vShield コンポーネントをアンインストールする際に必要なステップについて説
明します。

注意   vShield コンポーネントのインストールについては、vShield のクイック スタート ガイドに詳しく記載されていま
す。

この章では次のトピックについて説明します。

n vShield App 仮想アプライアンスのアンインストール (P. 35)

n ポート グループからの vShield Edge のアンインストール (P. 35)

n vShield Endpoint モジュールのアンインストール (P. 36)

vShield App 仮想アプライアンスのアンインストール
vShield App をアンインストールすると、この仮想アプライアンスがネットワークおよび vCenter Server から削除され
ます。

注意   vShield App をアンインストールすると、ESX ホストはメンテナンス モードになります。アンインストールの完了
後、ESX ホストは再起動されます。ターゲットの ESX ホスト上で稼働している仮想マシンのいずれか一つでも別の ESX
ホストに移動できなかった場合、アンインストールを続ける前にこれらの仮想マシンをシャットダウンするか、手動で移

動させる必要があります。vShield Manager が同じ ESX ホスト上にある場合は、vShield App をアンインストールする
前に vShield Manager を移動する必要があります。

手順

1 vSphere Client にログインします。

2 インベントリ ツリーから ESX ホストを選びます。

3 [vShield]  タブをクリックします。

4 [vShield App]  サービスについて、 [Uninstall]  をクリックします。

インスタンスがアンインストールされました。

ポート グループからの vShield Edge のアンインストール
vSphere Client を使用して、保護されたポート グループから vShield Edge をアンインストールできます。

手順

1 vSphere Client にログインします。

2 [表示]  -  [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。
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3 [Edge]  タブをクリックします。

4 [Uninstall]  をクリックします。

vShield Endpoint モジュールのアンインストール
vShield Endpoint モジュールをアンインストールすると、vShield Endpoint モジュールが ESX ホストから削除されま
す。次の操作を順序どおりに実行して vShield Endpoint を削除する必要があります。

vShield Endpoint モジュールからの SVM の登録解除
vShield Endpoint モジュールを vShield Manager からアンインストールする前に、ソリューション プロバイダの指示
に従って vShield Endpoint モジュールから SVM を登録解除する必要があります。

vSphere Client からの vShield Endpoint モジュールのアンインストール
vShield Endpoint モジュールをアンインストールすると、vShield Endpoint モジュールが ESX ホストから削除され、
ESX ホストがメンテナンス モードになり、ESX ホストが再起動されます。

注意   vShield Manager と他のすべての仮想マシンが再起動中にシャットダウンしないよう、他の ESX ホストに移動さ
せてください。

手順

1 vSphere Client にログインします。

2 インベントリ ツリーから ESX ホストを選びます。

3 [vShield]  タブをクリックします。

4 [vShield Endpoint]  サービスのために  [Uninstall]  をクリックします。

アンインストールすると、ポート グループ epsec-vmk-1 と vSwitch epsec-vswitch-2 が削除されます。
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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. 37)

n リモート Syslog サーバの指定 (P. 38)

n vShield Edge ファイアウォールの管理 (P. 38)

n NAT ルールの管理 (P. 42)

n DHCP サービスの管理 (P. 43)

n VPN サービスの管理 (P. 44)

n 固定ルートの追加 (P. 47)

n ロード バランサー サービスの管理 (P. 47)

n vShield Edge サービスの開始または停止 (P. 48)

n vShield Edge ソフトウェアのアップグレード (P. 48)

n vShield Edge の再デプロイ (P. 49)

vShield Edge のステータスの表示
[Status]  オプションでは vShield Edge モジュールのネットワーク設定とサービス ステータスを見ることができます。
詳細にはインターフェイス アドレッシングとネットワーク ID が含まれます。ネットワーク ID は REST API コマンドを
vShield Edge モジュールに送信するときに使えます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。
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リモート Syslog サーバの指定
違反されたファイアウォール ルールなどの vShield Edge イベントを Syslog サーバへ送信することができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Status]  をクリックします。

5 Remote Syslog Servers パネルを展開します。

6 [Edit]  をクリックします。

Edit Syslog Servers Configuration ダイアログ ボックスが開きます。

7 リモート Syslog サーバの IP アドレスを入力します。

8 [OK]  をクリックして構成を保存します。

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、すべてのトラフィックがブロックされます。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。各 vShield Edge
エージェントについて、既定のファイアウォール ポリシーとファイアウォール ルールのセットを個別に管理します。

デフォルトのファイアウォール設定の編集

ファイアウォール ルールのデフォルト設定を編集することができます。デフォルトのファイアウォール設定は、どのファ
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。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Firewall]  をクリックします。

5 [Default Firewall Settings]  パネルで、 [Configure Settings]  をクリックします。

Edit Default Policy Configuration ダイアログ ボックスが開きます。

6 [Default Traffic Policy]  で、 [Block]  または  [Allow]  を選択します。デフォルト値は  [Block]  です。

7 [Default Policy Logging]  で、 [Enable]  または  [Disable]  を選択します。ログを有効にすると、ファイアウォー
ル ルールが vShield Edge ログに記録されます。リモートの syslog サーバが構成されている場合、ログはリモート
の syslog サーバにも表示されます。

8 [ICMP Errors]  で、 [Block]  または  [Allow]  をクリックします。

9 [OK]  をクリックします。
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IP または MAC アドレス グループの作成
さまざまな IP/MAC アドレスで構成される IP または MAC アドレス グループを作成できます。作成したグループは、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できます。

手順

1 vSphere Client からデータセンター リソースをクリックする。

2 [vShield]  タブをクリックします。

3 [Grouping]  タブをクリックします。

4 [Add]  をクリックし、 [IP Addresses]  または  [MAC Addresses]  を選択します。

Add IP Addresses ウィンドウまたは Add MAC Addresses ウィンドウが開きます。

5 アドレス グループの名前を入力します。

6 アドレス グループの説明を入力します。

7 アドレス グループに含める IP アドレスまたは MAC アドレスを入力します。

8 [OK]  をクリックします。

vShield Edge ファイアウォール ルールの追加

vShield Edge ファイアウォール ルールは以下の基準に従ってトラフィックを規制します：

表 9-1.  vShield Edge ファイアウォール ルールの基準

基準 説明

[Source] 通信が発生した IP アドレス

[Source Port] 通信の発信元のポートまたはポートレンジポート レンジを入力する場合は、最小ポート番号と最大
ポート番号の間にハイフンを入力します。たとえば、1000-1100 と指定します。

[Destination] 通信の宛先の IP アドレス

[Traffic type] ルールが適用されるアプリケーションまたはプロトコル。

[Intf(Dir)] インターフェイスおよび転送の方向。

[Action] トランスミッションで実行されるアクションオプションは Allow と Block です。すべてのトラフィッ
クについて、デフォルトでは Allow になります。

[Log] トラフィックの詳細をログに記録するかどうかの指定。

[Enable] ファイアウォール ルールを有効にするか無効にするかの指定。

転送を完了するために複数のポートを必要とする FTP と RPC のような動的サービスのために、送信先と送信元のポート
レンジをルールに追加することができます。転送に必要なポートのすべてを拒否設定した場合、通信はブロックされます。

ファイアウォール ルールを追加する際には、内部および外部インターフェイスを通過するトラフィックにどのような処理
をするか指定する必要があります。たとえば、トラフィックが内部ネットワーク内のクライアントから外部ネットワーク

内の HTTPS サーバにフローする場合は、2 つのルールを指定する必要があります。

表 9-2.  内部ネットワークから HTTP サーバー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

ソース ソース ポート ターゲット トラフィック タイプ インターフェイス:方向

192.168.0.0/24 任意 10.20.222.34 HTTP Int:In

192.168.0.0.24 任意 10.20.222.34 HTTP Ext:Out
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手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Firewall]  リンクをクリックします。

5 [Add]  をクリックします。

6 [Rule applied to]  で、ファイアウォール ルールを追加するインターフェイスを選択します。

7 ファイアウォール ルールを適用する  [Traffic Direction]  を選択します。

8 [Source]  で、通信の発信元の IP アドレス （または IP アドレス グループ）、IP の範囲、またはサブネットを入力し
ます。このオプションを空白のままにすると、すべての発信元からのトラフィックにこのルールが適用されます。

9 [Source Port]  で、通信の発信元のポートまたはポート範囲を入力します。

10 [Destination]  で、通信の宛先となる IP アドレス （または IP アドレス グループ）、IP の範囲、またはサブネットを
入力します。このオプションを空白のままにすると、すべての宛先へのトラフィックにこのルールが適用されます。

11 [Type of traffic]  として  [Known Application]  または  [Protocol]  を指定します。アプリケーションまたはプロ
トコルを選択します。

12 [Action]  で、トラフィックの処理として  [Block]  または  [Allow]  を選択します。

13 [Rule]  で、追加するルールの有効化または無効化の処理として  [Enable]  または  [Disable]  を選択します。

14 [Logging]  で、このルールによって許可またはブロックされるトラフィックのログ処理として、 [Log]  または  [Do
not log]  を選択します。

15 必要に応じて任意の  [Notes]  を入力します。

16 [OK]  をクリックします。

17 [Publish Changes]  をクリックします。

vShield Edge ファイアウォール ルールの編集
カスタム ファイアウォール ルールは編集することができます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Firewall]  リンクをクリックします。

5 編集するルールを選択します。

6 [Edit Rule]  をクリックします。

7 オプションを必要に応じて編集します。

8 [[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 ルールの優先順位の変更
カスタム ファイアウォール ルールの優先順位を変更できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Firewall]  リンクをクリックします。

5 優先順位を変更するルールを選択します。

6 [Move Up]  または  [Move Down]  をクリックします。

7 [Publish Changes]  をクリックします。

ルールのタイプ別表示

ルールをフィルタ処理して、ルールのサブセットを表示することができます。デフォルトではすべてのルールが表示され

ます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Firewall]  リンクをクリックします。

5 [Show]  をクリックし、表示しないルールのオプションを選択解除します。

オプション 説明

All Rules すべてのルールを表示します。

Int Intf Rules vShield の内部インターフェイスに適用されるルールを表示します。

Ext Intf Rules vShield の外部インターフェイスに適用されるルールを表示します。

VPN Intf Rules VPN インターフェイスに適用されるルールを表示します。

Inbound Rules 仮想ネットワークに着信するトラフィックのルールを表示します。

Outbound Rules 仮想ネットワークから発信されるトラフィックのルールを表示します。

Generated Rules vShield Edge で生成されたルールを表示します。
 

vShield Edge ファイアウォール ルールの削除
追加したカスタム ファイアウォール ルールは削除できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Firewall]  リンクをクリックします。

5 削除するルールを選択します。
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6 [Delete Selected]  をクリックします。

7 [Publish Changes]  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。これにより、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 SNAT と DNAT ルールに分けられます。

SNAT ルールの追加
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。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge がインストールされた内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [NAT]  リンクをクリックします。

5 SNAT で、 [Add Rule]  をクリックします。

Add SNat Rule ダイアログ ボックスが開きます。

6 [Original (Internal) Source IP/Range]  アドレスを入力します。複数の IP アドレスを入力するには、各アドレスを
コンマで区切ります。

7 [Translated (External) Source IP/Range]  アドレスを入力します。複数の IP アドレスを入力するには、各アドレ
スをハイフンで区切ります。

8 [Log]  または  [Do not log]  を選択します。

9 [OK]  をクリックしてルールを保存します。

10 [Publish Changes]  をクリックします。

DNAT ルールの追加
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。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge がインストールされた内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [NAT]  リンクをクリックします。

5 DNAT で、 [Add Rule]  をクリックします。

Add DNat Rule ダイアログ ボックスが開きます。

6 [Translated (Internal Destination) IP/Range]  アドレスを入力します。

7 内部  [Port/Range]  を入力します。

8 [Original (External) Destination IP/Range]  を入力します。
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9 [Protocol]  を選択します。

10 選択したプロトコルに応じて、次のいずれかを指定します。

プロトコルが次の場合： 指定

tcp または udp ポートまたはポート範囲

icmp ICMP タイプ
 

11 [Log]  または  [Do not log]  を選択します。

12 [OK]  をクリックしてルールを保存します。

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 サービスは以下のルールを守ります：

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。

DHCP IP プールの追加
DHCP サービスには、vShield Edge によって保護されている仮想マシンに割り当てる IP アドレスのプールが必要です。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [DHCP]  リンクをクリックします。

5 DHCP Pools で、 [Add Pool]  をクリックします。

Add DHCP Pool ウィンドウが開きます。

6 [Start IP]  アドレスを入力します。

7 [End IP]  アドレスを入力します。

8 [Domain Name]  を入力します。

9 [Primary Nameserver]  および  [Secondary Nameserver]  を入力します。これらのネームサーバ フィールドは
DNS サービスを参照します。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。

10 [Default Gateway]  アドレスに、vShield Edge の内部 IP アドレスを入力します。

11 [Lease Time]  では、デフォルトの期間 （1 日） クライアントにアドレスをリースするか、秒数で値を指定するかを
選択します。

12 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

DHCP サービスが有効になっていることを確認します。詳細については、「vShield Edge サービスの開始または停
止 (P. 48)」を参照してください。
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DHCP 静的バインドの追加
静的バインドを有効にして、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。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [DHCP]  リンクをクリックします。

5 DHCP Bindings で、 [Add Binding]  をクリックします。

6 バインドする  [VM Name]  を選択します。

7 バインドを作成する  [Interface]  を選択します。

8 選択した仮想マシンの MAC アドレスをバインドする  [IP Address]  を入力します。

9 [Domain Name]  を入力します。

10 [Primary Nameserver]  および  [Secondary Nameserver]  を入力します。これらのネームサーバ フィールドは
DNS サービスを参照します。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。

11 [Default Gateway]  アドレスを入力します。

12 [Lease Time]  では、デフォルトの期間 （1 日） クライアントにアドレスをリースするか、秒数で値を指定するかを
選択します。

13 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

DHCP サービスが有効になっていることを確認します。詳細については、「vShield Edge サービスの開始または停
止 (P. 48)」を参照してください。

VPN サービスの管理
vShield Edge モジュールは vShield Edge 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 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。

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 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 にアクセスするのにパブリック アドレスを使用します。

リモート VPN ルーターは 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 の両方が必要です。

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。
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vShield Edge の VPN サービスの構成
VPN サービスを提供するには、vShield Edge で外部 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]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [VPN] リンクをクリックします。

5 [Global Configuration]  で  [Enable VPN]  をクリックします。

Add VPN Configuration ダイアログ ボックスが開きます。

6 vShield Edge インスタンスの IP アドレスを  [Local Service IP Address]  に入力します。

7 匿名サイトが VPN サービスに接続する場合は、プリシェアード キーを  [PSK for Sites with any Peer IP]  に入力し
ます。

8 VPN 接続の名前を  [VPN Gateway ID]  に入力します。

9 VPN アクティビティをログに記録するには、 [Log]  を選択します。

10 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

認証証明書を完成させ、署名済み証明書をアップロードします。

認証証明書の構成

VPN サービスに証明書認証を使用するには、証明書署名要求を生成し、その要求をダウンロードし、署名をしてから、署
名済み証明書をアップロードします。

証明書署名要求 （CSR） の生成

1 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

2 [vShield Edge]  タブをクリックします。

3 [VPN] リンクをクリックします。

4 [Global Configuration]  の  [Actions]  オプションで、 [Generate CSR]  を選択します。

5 証明書署名要求の生成フォームに入力します。

6 [Generate]  をクリックします。

生成した CSR のダウンロード

1 [Global Configuration]  の  [Actions]  オプションで、 [Download Generated CSR]  を選択します。

2 [Copy CSR Text to Clipboard]  をクリックして証明書をクリップボードにコピーします。この証明書を認証局
（CA） に送信する必要があります。CA は署名済み証明書を送り返します。

CA 証明書および署名済み証明書のアップロード

1 [Global Configuration]  の  [Actions]  オプションで、 [Upload Signed Certificate]  を選択します。

2 アップロードする証明書の種類に応じて、適切なタブをクリックします。

3 [Certificate file text]  で、証明書テキストを貼り付けます。
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4 [Upload]  をクリックします。

証明書がアップロード済み証明書のリストに表示されます。

5 [Save]  をクリックします。

VPN ピア サイトおよびトンネルの追加
エンドツーエンドの VPN 構成には、インターネット経由で vShield Edge に接続するための、1 つ以上のリモート ピア
サイトが必要です。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [VPN] リンクをクリックします。

5 [Peer Sites and Tunnels]  を展開します。

6 [Add Site]  をクリックします。

7 [Peer Site name]  で、識別用のサイト名を入力します。

8 ピア サイトを一意に識別するために  [Peer 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。

9 ピア サブネットの IP アドレスを  [Peer subnets]  に入力します。

10 [Local subnets]  に vShield Edge のサブネット アドレスを入力します。

11 最大転送ユニットのしきい値を  [MTU]  に入力します。この MTU を指定しない場合は、vShield Edge 外部インター
フェイスの MTU が使用されます。

12 [Encryption algorithm]  を選択します。

13 [Authentication Method]  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。

Certificate 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。

 

14 [Diffie-Hellman (DH) Group]  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。

15 [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、PES （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。

16 [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

VPN ピア サイトの確認後、ローカル サブネットとピア サブネットの間でトラフィックがどのようにフローするかを示す
ファイアウォール ルールを追加する必要があります。
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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定義できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Static Routing]  リンクをクリックします。

5 [Add Route]  をクリックします。

6 [Network]  IP アドレスを入力します。

7 [Next Hop]  の IP アドレスを入力します。

8 [Interface]  には、 [Internal]  または  [External]  を選択します。

9 [MTU]  には、 [Use default value]  を選択するか、データ パケット転送の最大値を入力します。

10 [Publish Changes]  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 は HTTP トラフィックのためのロード バランシングを提供しています。ロード バランシング (Layer 7 ま
で) はウェブ 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 バランシングには、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 HTTP 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 80 はロー
ド バランサー サービスの既定のリスニング ポートです。

ロード バランサー サービスの構成
ロード バランサー サービスには、HTTP トラフィックを分散するための 2 つ以上のサーバが必要です。ロード バラン
サー サービス用の 2 つ以上の仮想マシンを vShield Edge の背後で確認できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Load Balancer]  リンクをクリックします。

5 [Add Configuration]  をクリックします。

6 [External IP Addresses]  を入力します。

7 ロード バランシング アルゴリズムを選択します。

8 (オプション) Logging チェック ボックスをオンにして、外部 IP アドレスへの各リクエストの Syslog イベントを送
信するように設定します。

9 [Add]  をクリックします。

10 最初のウェブ サーバの IP アドレスを入力します。
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11 [Add]  をクリックします。

同じ方法でウェブ サーバを追加できます。

12 [Commit]  をクリックします。

13 ロード バランサー サービスが無効になっている場合は、有効にします。

「vShield Edge サービスの開始または停止 (P. 48)」を参照してください。

vShield Edge サービスの開始または停止
vSphere Client を用いて vShield Edge の VPN、DHCP、ロード バランシング サービスを開始、停止できます。デフォ
ルトでは、すべてのサービスが停止されているか、Not Configured 状態になっています。サービスを構成すると、vShield
Edge でそのサービスが開始されます。

注意   サービスを開始するまえに設定を行う必要があります。

デフォルトのファイアウォール ポリシーでは、すべてのトラフィックがブロックされます。VPN、DHCP、またはロー
ド バランサー サービスを構成した後、対応するトラフィックを許可するファイアウォール ルールを追加して、それらの
サービス用にデータ パスが機能できるようにする必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Status]  リンクをクリックします。

5 Edge Services でサービスを選択し、 [Start] をクリックしてサービスを開始します。

稼働中のサービスを停止するにはサービスを選択し、 [Stop]  をクリックします。

6 [Refresh Status]  をクリックして、vShield Edge 上のサービスのステータスを更新します。

7 サービスが開始されているのに応答がない場合、またはサービスが vShield Manager が表示する内容と同期されて
いない場合は、 [Force Sync]  をクリックして、vShield Manager から vShield Edge へ同期要求を送信します。

vShield Edge ソフトウェアのアップグレード
vShield Edge ソフトウェアのアップグレードは vShield Edge ベースで行います。vShield Edge のアップグレードは
vShield Manager ベースのアップグレードとは別に行う必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Status]  リンクをクリックします。

5 [Configuration]  見出しの右にある  [Upgrade to]  リンクをクリックして、アップグレード ファイルをインストー
ルします。このリンクは、アップグレードが使用可能な場合にのみ表示されます。
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vShield Edge の再デプロイ
vShield Edge が vCenter インベントリに見つからない場合は、vShield Edge を再度デプロイする必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ネットワーク]  に進みます。

2 vShield Edge により保護されている内部ポート グループを選択します。

3 [vShield Edge]  タブをクリックします。

4 [Status]  リンクをクリックします。

5 [Re-deploy]  をクリックします。
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vShield App の管理 10
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。

Flow Monitoring 機能では、アプリケーション プロトコル レベルでの仮想マシン間のネットワーク アクティビティが表
示されます。この情報を使用して、ネットワーク トラフィックの監査、ファイアウォール ポリシーの定義と調整、およ
びボットネットの識別を行うことができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vShield App システム イベントの Syslog サーバへの送信 (P. 51)

n vShield App の現在のシステム ステータスの表示 (P. 52)

vShield App システム イベントの Syslog サーバへの送信
vShield App システム イベントを Syslog サーバへ送信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]  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 vShield App SVM を展開します。

5 Syslog Servers 領域で、syslog サーバの IP アドレスを入力します。

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 [Save]  をクリックして新しい設定を保存します。
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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 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 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 vShield App SVM を展開します。

5 [Force Sync]  をクリックします。

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 vShield App SVM を展開します。

5 [Restart]  をクリックします。

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 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。
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vShield App の Flow Monitoring 11
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。セッションの詳細を使用すると、ファイアウォールの許可または拒否のルールを作成できます。

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 の表示について (P. 53)

n Flow Monitoring チャートの日付範囲の変更 (P. 54)

n Flow Monitoring チャートでの特定のアプリケーションの表示 (P. 54)

n Flow Monitoring レポートの表示 (P. 55)

n 記録されたすべてのフローの削除 (P. 56)

Flow Monitoring の表示について
[Flow Monitoring]  タブでは vShield Appにより返されたスループット統計が表示されます。

Flow Monitoring は、次の 3 つのチャートでトラフィックの統計を表示します：

セッション/時間 1 時間あたりのセッションの合計数

サーバ KB/時間 1 時間あたりの発信 (KB) の合計数

クライアント/時間 1 時間あたりの受信 (KB) の合計数

Flow Monitoring は、クライアント/サーバ通信で使用されたアプリケーション プロトコルごとに統計を編集し、チャー
ト上ではそれぞれのアプリケーション プロトコルごとに別々の色で表示されます。このチャート手法を使用すると、サー
バのリソースをアプリケーションごとに追跡できます。

トラフィック統計は、指定された時間範囲内で検出されたすべてのセッションを表示します。デフォルトでは、最近の 7
日間のデータが表示されます。
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Flow Monitoring チャートの日付範囲の変更
Flow Monitoring チャート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、またはネットワーク アダプタを選択します。

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 [インベントリ]  -  [ホストおよびクラスタ]  に移動します。

ポート グループまたはネットワーク アダプ
タの選択

[インベントリ]  -  [ネットワーク]  に移動します。

 

2 [vShield]  タブをクリックします。

3 [Flow Monitoring]  をクリックします。

チャートが更新され、最近 7 日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。

4 [Time Period]  の横で、左側のテキスト ボックスに新しい開始日を入力します。

これは、クエリを開始する日付で、最も古い日付を示します。

5 右側のテキスト ボックスに新しい終了日を入力します。

これは、クエリを終了する日付で、最も新しい日付を示します。

6 [Update]  をクリックします。

Flow Monitoring チャートでの特定のアプリケーションの表示
[Application]  ドロップダウン メニューをクリックすると、チャートに表示する特定のアプリケーションを選択できます。

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、またはネットワーク アダプタを選択します。

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 [インベントリ]  -  [ホストおよびクラスタ]  に移動します。

ポート グループまたはネットワーク アダプ
タの選択

[インベントリ]  -  [ネットワーク]  に移動します。

 

2 [vShield]  タブをクリックします。

3 [Flow Monitoring]  をクリックします。

4 [Application]  ドロップダウン メニューで、表示するアプリケーションを選択します。

Flow Monitoring チャートがリフレッシュされ、選択したアプリケーションのデータを表示します。
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Flow Monitoring レポートの表示
Flow Monitoring レポートを生成して、vShield App インスタンスで記録された、許可されたパケットとブロックされ
たパケットを表示することができます。

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、またはネットワーク アダプタを選択します。

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 [インベントリ]  -  [ホストおよびクラスタ]  に移動します。

ポート グループまたはネットワーク アダプ
タの選択

[インベントリ]  -  [ネットワーク]  に移動します。

 

2 [vShield]  タブをクリックします。

3 [Flow Monitoring]  をクリックします。

チャートが更新され、最近 7 日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。

4 [Show Report]  をクリックします。

5 レポートにドリル ダウンします。

6 仮想マシンまたはネットワーク アダプタについては、 [Show Latest]  をクリックしてレポートの統計値を更新しま
す。

Flow Monitoring レポートのデータの表示
Flow Monitoring レポートは、表形式でトラフィックの統計を表示します。

このレポートでは、次の階層に基づいてトラフィック統計のドリルダウンをサポートします。

1 ファイアウォール アクションを選択します: [Allowed]  または  [Blocked]

2 L4 または L2/L3 プロトコルのどちらかを選択します。

n L4: [TCP] 、 [UDP] 、または  [Dynamic TCP] 。

n L2/L3： [ICMP] 、 [OTHER-IPV4, ETH_GENERIC, ARP, or RARP] 。

3 L2/L3 プロトコルを選択した場合、L2/L3 プロトコルまたはメッセージの種類を選択します。

4 トラフィックの方向を選択します： [Incoming]  または  [Outgoing] 。

5 ポート タイプを選択します： [Categorized]  (標準化されたポート) または  [Uncategorized]  (非標準のポート)

6 アプリケーション、ポート、またはポート グループを選択します。

7 オペレーティング システムを選択します。

8 ターゲットの IP アドレスを選択します。

TCP プロトコルまたは UDP プロトコルの場合は、ターゲット IP アドレス レベルで App Firewall ルールを作成で
きます。
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Flow Monitoring レポートからの App Firewall ルールの追加
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
て新しい許可/拒否ルールを作成できます。Flow Monitoring データからの App Firewall ルールの作成は、TCP プロト
コルおよび UDP プロトコルの場合、データセンター レベルでのみ可能です。

手順

1 vShield Manager ユーザー インターフェイスにログインします。.

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 [Flow Monitoring]  をクリックします。

チャートが更新され、最近 7 日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。

4 [Show Report]  をクリックします。

5 ファイアウォール アクション リストを開きます。

6 転送プロトコル リストを展開します。

7 トラフィック方向リストを開きます。

8 ポート タイプ リストを展開します。

9 アプリケーションまたはポート グループのリストを展開します。

10 ソースまたはターゲット IP アドレスのリストを展開します。これは、ネットワーク内の仮想マシンの IP アドレスで
す。

11 ターゲット IP アドレスの  [Firewall]  列内の  [Add Rule]  をクリックして、App Firewall ルールを作成します。

ポップアップ ウィンドウが表示されます。 [OK]  をクリックして、続行します。

Add ウィンドウが開きます。

注意    [Add Rule]  オプションは、TCP プロトコルおよび UDP プロトコルの場合のみ使用できます。

12 フォームに入力してファイアウォール ルールを構成します。詳細については、「App Firewall ルールの使
用 (P. 61)」を参照してください。

13 [ OK] をクリックします。

記録されたすべてのフローの削除

データ センター レベルでは、そのデータ センター内の記録されたすべてのトラフィック セッションのデータを削除でき
ます。これによりチャート、レポート、データベースのデータが消去されます。通常、これは vShield App をラボ環境
から本番環境に移行するときにのみ使用されます。トラフィック セッションの履歴を維持する必要がある場合は、この機
能を使用しないでください。

手順

1 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 [Flow Monitoring]  タブをクリックします。

3 [Delete All Flows]  をクリックします。

4 ポップアップ ウィンドウで  [OK]  をクリックして、削除を確定します。

注意    [Delete All Flows]  をクリックした後で、トラフィック データを復元することはできません。
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vShield App Firewall の管理 12
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. 57)

n アプリケーションの操作 (P. 59)

n オブジェクトのグループ化 (P. 60)

n App Firewall ルールの使用 (P. 61)

n SpoofGuard の使用 (P. 63)

App Firewall の使用
App Firewall サービス は ESX ホスト のための集中階層化ファイアウォールです。App Firewall は仮想マシンから/への
アクセスの可否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 ルールをデータセンター、クラスタ、ポート グループレベルで管理し、これらのコンテナの下の複数の
vShield App インスタンスにまたがった一貫したルール セットを提供することができます。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
マルチ テナント モードの vShield App では、特定のポート グループに独立した IP アドレスを割り当てることができます。

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 アドレスを共有します。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。名前空間の機能をセキュリティ グループと組み合わせて使用することによって、テナントごとにファ
イアウォール ルールを分離できます。

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。
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6 [Reload]  をクリックして、更新された情報を表示します。

アプリケーションについて

vShield App では、アプリケーションを作成してから、それらのアプリケーションに適用するファイアウォール ルール
を定義できます。

前のレベルで独自に定義したアプリケーションとポートのペア マッピングは、デフォルトのアプリケーションとして表示
されます。

アプリケーションは、データセンター レベルまたはポート グループ レベルで作成できます。独立した名前空間を使用し
てポート グループのアプリケーションを作成した場合、アプリケーションのスコープはそのポート グループに限定され
ます。

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した、

クラスタ内からのすべてのトラフィックを拒否するルールを作成できます。 VLAN ID によりタグが付けられていないす
べての入ってくるトラフィックを拒否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した場

合、そのコンテナ内のすべての IP アドレスはルールに含まれます。

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. 60)」を参照してください。

App Firewall のシステム定義のルールについて
App Firewall は、デフォルトではトラフィックがすべての vShield インスタンスを通過できるルール セットを適用しま
す。これらのルールは、App Firewall テーブルの L3 および L2 の  [System Defined]  セクションに表示されます。デ
フォルトのルールは削除することも追加することもできません。ただし、各ルールの  [Action]  エレメントを  [Allow]
から  [Deny]  に変更することは可能です。

レイヤー 3 ルールおよびレイヤー 2 ルールの概要
[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。構成可能なルールは、レイヤー 3 （L3） ルール
とレイヤー 2 （L2）ルールです。ここでのレイヤーは、OSI （Open Systems Interconnection）参照モデルのレイヤー
を指します。

レイヤー 3 ルールおよびレイヤー 2 ルールは、ICMP、ARP、およびその他のレイヤー 3/レイヤー 2 プロトコルからのト
ラフィックを監視します。レイヤー 3/レイヤー 2 のルールは、データセンター レベルでのみ構成できます。デフォルト
では、すべての L3 および L2 トラフィックの通過が許可されます。

App Firewall ルールの階層
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。

ルールは以下の階層内で実行されます：

1 [High Precedence]

2 [Network]

3 [Low Precedence]
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4 [ System Defined ]

App Firewall はコンテナ レベルとカスタム優先度での設定を提供しています：

n コンテナ レベルの優先順位では、クラスタ レベルよりもデータ センター レベルの方が優先度が高いと認識します。
ルールがデータ センター レベルで構成されると、そのルールはすべてのクラスタおよびその中の vShield エージェ
ントによって継承されます。クラスタ レベルのルールはクラスタ内の vShield App にのみ適用されます。

n カスタムの優先順位とは、データ センター レベルでルールに対する優先の高低を割り当てるオプションのことを示
します。高優先ルールは、コンテナ レベルの優先に関する説明のとおりに動作します。低優先ルールにはデフォル
ト ルールやデータ センター低優先ルールが含まれます。このように柔軟性が高いため、適用された優先順位の複数
のレイヤーを認識することができます。

クラスタ レベルでは、クラスタ内のすべての vShield App インスタンスに適用されるルールを構成します。なぜな
ら、データセンター高優先ルールはクラスタ レベル ルールの上位にあり、クラスタ レベル ルールはデータセンター
高優先ルールと競合しないということが確認できるからです。

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 ポリシーに従ってルールを許可・拒否の設定をすることができます。

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

デフォルトで設定されるすべて許可の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拒否ルールを追加します。このシナリ
オでは、セッションがどの拒否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

フォルトで拒否

デフォルトのルールの  [Action]  ステータスを  [Allow]  から  [Deny]  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 はそのトラフィックを目的地に達する前に遮断します。すべてのデフォルトルー
ルをトラフィックの拒否に変更した場合、vShield Appはすべてのトラフィックの出
入りを遮断します。

アプリケーションの操作

アプリケーションを作成してから、そのアプリケーションに適用するルールを定義できます。

アプリケーションの作成

前のレベルで独自に定義したアプリケーションとポートのペア マッピングは、デフォルトのアプリケーションとして表示
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] に進みます。

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 [Applications]  タブをクリックします。

4 [Add]  をクリックします。

Add Application ウィンドウが開きます。

5 アプリケーションを識別するために  [Name]  を入力します。

6 （任意） アプリケーションの  [Description]  を入力します。

7 （任意） 標準以外のポートを追加する  [Protocol]  を選択します。
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8 ポート番号を  [Ports] = に入力します。

9 [Save]  をクリックします。

カスタム アプリケーションが Applications テーブルに表示されます。

アプリケーションの編集

カスタム アプリケーションのみ編集できます。

手順

1 vSphere Client で、  [インベントリ]  -  [ホストおよびクラスタ] に進みます。

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 [Applications]  タブをクリックします。

4 カスタム アプリケーションを選択し、 [Edit]  をクリックします。

Edit Application ウィンドウが開きます。

5 適切に変更します。

6 [OK]  をクリックします。

アプリケーションの削除

カスタム アプリケーションのみ削除できます。

手順

1 vSphere Client で、  [インベントリ]  -  [ホストおよびクラスタ] に進みます。

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 [Applications]  タブをクリックします。

4 カスタム アプリケーションを選択し、 [Delete]  をクリックします。

Delete Application ダイアログ ボックスが開きます。

5 [Yes]  をクリックします。

アプリケーションが削除されます。

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 または MAC アドレス グループの作成
さまざまな IP/MAC アドレスで構成される IP または MAC アドレス グループを作成できます。作成したグループは、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できます。

手順

1 vSphere Client からデータセンター リソースをクリックする。

2 [vShield]  タブをクリックします。

3 [Grouping]  タブをクリックします。
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4 [Add]  をクリックし、 [IP Addresses]  または  [MAC Addresses]  を選択します。

Add IP Addresses ウィンドウまたは Add MAC Addresses ウィンドウが開きます。

5 アドレス グループの名前を入力します。

6 アドレス グループの説明を入力します。

7 アドレス グループに含める IP アドレスまたは MAC アドレスを入力します。

8 [OK]  をクリックします。

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。

手順

1 vSphere Client からデータセンター リソースをクリックする。

2 [vShield]  タブをクリックします。

3 [Grouping]  タブをクリックします。

4 [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。

5 セキュリティ グループの名前と説明を入力します。

6 [Next]  をクリックします。

7 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。

8 [[Add]]  をクリックします。選択したリソースが Add ボタンの下のリストに表示されます。セキュリティ グループ
には複数のリソースを追加できます。

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。

9 [Finish]  をクリックします。

App Firewall ルールの使用
高優先および低優先の、L3 および L2 ファイアウォール ルールを追加できます。

App Firewall ルールの追加
さまざまなコンテナ レベルで App Firewall ルールを追加できます。

手順

1 vSphere Client で、 [インベントリ]  -  [ホストおよびクラスタ]  に移動してデータセンターを選択するか、 [インベ
ントリ]  -  [ネットワーク]  に移動してポート グループを選択します。

2 [vShield App] タブをクリックします。

3 [App Firewall]  をクリックします。

4 High Precedence、Network、または Low Precedence 領域で、 [Add Rule]  をクリックします。

Add Rule ウィンドウが開きます。

注意   これらの領域のいずれかでルールを作成した後に、Source 列の上にある Add ボタンをクリックしてルールを
追加する必要があります。
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5 フォームに入力してファイアウォール ルールを構成します。

オプション 説明

ソース 通信が発生したコンテナまたは IP アドレス。

ソース境界 通信の発生元ソースに関連する方向。

ターゲット 通信の宛先のコンテナまたは IP アドレス。

ターゲット境界 通信のターゲットに関連する方向。

プロトコル ルール用のプロトコル。

ロギング 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するかどうかの指定。

有効化 作成するルールを有効化するかどうかの指定。

メモ ルールに関するコメント。

 

6 [[OK]]  をクリックします。

7 新しいルールを選択し、 [Move Up]  または  [Move Down]  ボタンをクリックして、そのルールを優先度に応じて
上または下に移動します。

8 [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。

App Firewall ルールの削除
作成したルールは削除できます。テーブルの System Defined セクションのルールは削除できません。

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 ルールを削除するレベルに応じて、リソース ツリーからデータセンターまたはポート グループを選択します。

3 [vShield App] タブをクリックします。

4 [App Firewall]  をクリックします。

5 適切なテーブル内でルールをクリックします。

6 [Delete Selected]  をクリックします。

[Delete All]  をクリックしてすべてのファイアウォール ルールを削除することもできます。

以前の App Firewall 構成への復帰
vShield Manager は、新しいルールを発行するたびに、App Firewall 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] に進みます。

2 インベントリ パネルから、データ センターまたはクラスタ リソースを選択します。

3 [App Firewall]  タブをクリックします。

4 [History]  -  [Load]  をクリックします。

Firewall Configuration History ダイアログ ボックスに、以前の構成がタイムスタンプ順で表示されます。最新の
構成が最も上に表示されます。

5 復帰する構成を選択します。

6 [OK]  をクリックします。

7 Load Configuration ダイアログ ボックスで  [OK]  をクリックします。
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8 [Publish Changes]  をクリックします。

選択した構成がロードされます。

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、MAC－
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。

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。

SpoofGuard の表示画面は以下のオプションがあります。

表 12-1.  SpoofGuard 画面 オプション

オプション 説明

Active IP assignments 検証されたすべての IP アドレスのリスト

Inactive IP Assignments 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

最後に発行されて以来アクティブ 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

発行されていない IP 割り当ての変更 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

IP assignments that require my review
and 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

重複する IP 割り当て 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

SpoofGuard の有効化
有効化した 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。
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手順

1 vShield Manager ユーザー インターフェイスで、 [Settings and Reports]  ビューに移動します。

2 [SpoofGuard]  タブをクリックします。

3 Global Status 見出しの右の  [Edit]  をクリックします。

4 [IP Assignment Tracking]  では、 [Enable]  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。

 

6 [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、 [ホストおよびクラスタ]  ビューに移動します。

2 リソース ツリーからデータセンター リソースを選択します。

3 [vShield]  タブをクリックします。

4 [SpoofGuard]  タブをクリックします。

5 [Require Approval]  か  [Duplicate IP assignments]  リンクをクリックします。

6 次のいずれかの処理を行います。

n 右側のチェック ボックス コラムの一番上のチェックボックスを選択し、画面上ですべての割り当てを選択しま
す。

n 承認する各割り当てのチェックボックスを選択します。

7 [Approve Selected]  をクリックします。

8 [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 は複数の仮想マシンから一意の IP アドレスが受け付けられます。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。

手順

1 vSphere Client で、 [ホストおよびクラスタ]  ビューに移動します。

2 リソース ツリーからデータセンター リソースを選択します。

3 [vShield]  タブをクリックします。

4 [SpoofGuard]  タブをクリックします。
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5 オプション リンクのうち 1つをクリックします。

6 Approved IP コラムで、 [Edit]  をクリックします。

7 [Approved IP Address]  ポップアップ ウィンドウで IP アドレスを入力します。

8 [Apply]  をクリックします。

9 [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、 [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 リソースを選択します。

3 [vShield]  タブをクリックします。

4 [SpoofGuard]  タブをクリックします。

5 オプション リンクのうち 1つをクリックします。

6 Approved IP コラムで、 [Delete]  をクリックします。

7 [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 13
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. 67)

n vShield Endpoint のアラーム (P. 68)

n vShield Endpoint イベント (P. 68)

n vShield Endpoint の監査メッセージ (P. 69)

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。

4 [Endpoint Status]  をクリックします。
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vShield Endpoint のアラーム
注目が必要な vShield Endpoint 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 13-1.  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 13-2.  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。

イベント発生における既定のベース引数はレポート時刻と 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。
イベント カテゴリー欄では、エラー アラームを生成するイベントを赤で表示しています。
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表 13-3.  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

第 13 章 vShield Endpoint のイベントとアラーム
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vShield Data Security の管理 14
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。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。

スキャン結果の分析後、必要に応じてポリシーを編集できます。ポリシーを編集する場合は、変更内容を発行して、その

ポリシーを有効化する必要があります。

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. 71)

n データ セキュリティ ポリシーの定義 (P. 72)

n データ セキュリティ ポリシーの編集 (P. 74)

n データ セキュリティ スキャンの実行 (P. 74)

n 結果の分析 (P. 75)

n 正規表現の作成 (P. 76)

n 利用可能な規制 (P. 77)

n 利用可能なコンテンツ ブレード (P. 92)

n サポートされるファイル形式 (P. 111)

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 除外される領域

デフォルトでは、データ センター内のすべての仮想マシンが、機密データ検出の対象になります。環境がテスト環
境であったり、機密データをその環境に保持する必要がある場合は、環境内の特定の領域をデータ セキュリティ ス
キャンから除外することができます。

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] 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 App]  タブをクリックし、 [Data Security]  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。

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。

9 [Finish]  をクリックします。

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。
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ポリシー スキャンから除外する領域の指定
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。このスキャ
ンから特定の領域を除外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ことを確認します。

手順

1 Data Security パネルの Policy タブで、 [Set Excluded Area]  を展開します。

2 [Edit]  をクリックします。

3 Add ボタンの横にあるフィールド内をクリックし、スキャンから除外するデータセンター、クラスタ、またはリソー
ス プールを選択します。

4 [Add]  をクリックします。

5 [Save]  をクリックします。

6 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ことを確認します。

手順

1 Data Security パネルの  [Policy]  タブで、 [Files to scan]  を展開します。

2 [Change]  をクリックします。

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

Monitor all files on the guest virtual
machines

vShield Data Security ですべてのファイルがスキャンされます。

Monitor only the files that match the
following conditions

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. 111)」 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。
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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、スキャンから除外された領域、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 App]  タブをクリックし、 [Data Security]  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。

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 App]  タブをクリックし、 [Data Security]  をクリックします。

3 [Start]  をクリックします。

注意   ホスト、セキュリティ仮想マシン、または仮想マシンがパワーオンされていない場合、仮想マシンはスキャン
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。
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スキャンの進行中に新しい仮想マシンがインベントリに追加された場合、それらのマシンもスキャンされます。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、アップデートで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 1 つの仮想マシンを
スキャンします。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。

結果の分析

データ セキュリティ スキャンの開始後、vShield には、インベントリ内のファイルが違反している規制に関するレポート
と、違反しているファイルに関するレポートが表示されます。

違反カウント レポートの表示
セキュリティ スキャンを開始すると、仮想環境内のデータによって違反されている規制が vShield で表示されます。

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 [Data Security]  をクリックします。

4 Data Security パネルの  [Reports]  タブをクリックします。

違反カウントのリストに、ポリシーに定義されている規制のうち違反されている規制と、違反の回数が表示されます。

違反しているファイルに関するレポートの表示

データ セキュリティ スキャンを開始すると、ポリシーによって機密情報と見なされたデータが含まれているファイルが
vShield に表示されます。

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 [Data Security]  をクリックします。

4 Data Security パネルの  [Reports]  タブをクリックします。

5 [View Report]  から  [Violating files]  を選択します。
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違反しているファイルに関するレポートには、ポリシーに違反するファイルが含まれているデータセンター、クラスタ、

および仮想マシン、違反されている規制、違反が検出された日時が一覧表示されます。

レポートで報告されたファイルから機密情報を削除するか、そのファイルを削除または暗号化するか、またはポリシーを

編集することで違反を修正した場合、そのファイルは次のスキャンが完了するまで、違反しているファイルに関するセク

ションに表示されます。

違反しているファイルに関するレポートのダウンロード

セキュリティ スキャン レポートを CSV ファイルにエクスポートできます。

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 「違反しているファイルに関するレポートの表示 (P. 75)」 で説明されている手順に従って、違反しているファイルに
関するレポートを表示します。

2 [Download Complete Report]  をクリックします。

3 [Save in]  で、ファイルを保存する場所を参照します。

4 [File name]  を指定します。

5 [Save]  をクリックします。

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。
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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

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. 92)」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。
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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）。

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
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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。

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
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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

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。
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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

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。
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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。

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。
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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

HIPPA （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
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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

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。

vShield 管理ガイド

84  VMware, Inc.



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

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
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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

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。

vShield 管理ガイド

86  VMware, Inc.



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

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
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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

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
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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

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
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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

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。

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。
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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。

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
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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

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
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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

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。
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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。

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。
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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。

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。
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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

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

vShield 管理ガイド

96  VMware, Inc.



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

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）
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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。

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>
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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。

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>
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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>

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。
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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

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。
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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。

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。
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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

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）
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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。

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。
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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は、9 桁の数字、または 3 文字の英字と 6 桁の数字です。

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。
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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。

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）
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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。

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）
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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）

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
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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

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
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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）

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）
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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。

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 14-1.  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
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表 14-1.  アーカイブ形式 (続き)

アプリケーション形式 エクステンション

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

表 14-2.  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
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表 14-3.  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 14-4.  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 14-5.  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 14-6.  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 14-7.  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

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
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表 14-8.  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 14-9.  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

表 14-10.  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
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表 14-10.  ワード プロセシング形式 (続き)

アプリケーション形式 エクステンション

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 15
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. 117)

n 操作上の問題のトラブルシューティング (P. 118)

n ポート グループ分離の問題のトラブルシューティング (P. 120)

n vShield Edge の問題のトラブルシューティング (P. 123)

n vShield Endpoint の問題のトラブルシューティング (P. 124)

n vShield Data Security の問題のトラブルシューティング (P. 126)

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。
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ポート グループ分離の問題のトラブルシューティング
次に示すのは、ポート グループ分離機能のインストール、動作、およびアンインストールを検証するための詳細な手順で
す。ポート グループ分離を検証することによって、構成エラーを避けることができます。

ポート グループの分離のインストールを検証する
インストール プロセス中に使用したリソースを検証することによって、ポート グループの分離機能のインストールを検
証できます。

ポート グループの分離のインストールを検証するには

1 同じポート グループと仮想マシンが 、同時に vCloud Service Director のネットワーク分離または LabManager
のクロス ホスト フェンシング用に設定されていないか確認してください。ダブル カプセル化は現在のところサポー
トされておりません。

2 ポート グループの分離ハンドルがインストールされているか確認してください。esxupdate query

3 vshd が実行されているか確認してください。

n ESXi：ps | grep vsh.結果には 1つ以上のインスタンスが含まれていることがありますが、問題ありません。

n ESX Classic：ps –eaf | grep vshd

4 カーネル モジュールがロードされているか確認してください。vmkload_mod –l | grep vshd -ni

5 ミラー仮想マシンがパワーオン状態であることを確認します。

ESX ホスト上で、パワーオン状態になっている仮想マシンを nahe vshield-infra-ni-<string> で検索します。

6 ポート グループの分離仮想マシンが正しいポート グループに接続されているか確認してください。

7 保護された仮想マシン用の VMX ファイルにフィルター エントリーが含まれているか確認してください。

VMX ファイルを開き、filter15 を検索します。3つのエントリーがあるはずです。これらのエントリーが正しい
イーサネット カードにあることを確認します。各 VMX ファイルは、フェンス モジュール (filter15) に関連した
vNIC 一枚に付き 3つのエントリーのみを持ちます。エントリーが繰り返されるということは、VMX ファイルは過
去の設定からの分離エントリーがあり、それが消去されておらず、後に重複するエントリーが追加されたことを意味

します。

8 ポート グループに属するすべての仮想マシンが VMX ファイル内のフィルター設定と同じであることを確認してくだ
さい。

9 vshd 設定が壊れていないか確認してください。

a /etc/opt/vmware/vslad/config に進みます。

b このディレクトリ内のファイルをレビューします。すべてのファイルに何らかのデータが入っていることを確認

してください。空のファイルがあってはなりません。

上記の全てが正しい場合、ESX ホストはポート グループの分離について正しくセットアップされています。

ポート グループの分離のインストールまたはアンインストール スクリプトの確認

ポート グループの分離のインストール スクリプトでは、次のエントリが生成されます。

n vslauser という名前でユーザーを作り、既定のパスワードを設定します。

ユーザーが追加されたかどうかを確認するには：vi /etc/passwd

n ロール vslauser 役割を追加し、ユーザー vslauser をそのロールに紐づけます。
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n すべての再起動で vshd と svm-autostart スクリプトを開始するためにエントリーを追加します。

ESXi でこれを確認するには、vshd と svm-autostart 関連のエントリーを /etc/chkConfig.db ファイル内で
検索します。ESX でこれを確認するには、find / -name *vsh* を実行し、S<value>vslad および svm-
autostart という名前のスクリプトがあることを確認します。

n ESX 上のサービス リストにエントリーを追加し、VSHD サービスを公開します。このエントリーを確認するに
は、/etc/vmware/hostd/proxy.xml ファイルを開き、検索語 vsh で検索します。

消去スクリプトはインストール スクリプトによって生成されたすべてのオペレーションを消去します。

n ユーザー vslauser を消去します。

n ロール vslauser を消去します。

n vshd と svm-autostart のための init エントリーを消去します。

n proxy.xml から vshd エントリーを消去します。

データ パスの検証
データ パスを検証して、ポート グループの分離機能の構成に基づいてトラフィックが許可またはブロックされているこ
とを確認する必要があります。

手順

1 アドレス、ルート、ネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているか確認します。

2 分離されたポート グループ内の仮想マシンに tcpdump をインストールします。

3 その仮想マシン内でパケット キャプチャ を実行します。

4 問題の仮想マシンからキャプチャの実行されている仮想マシンあてに Ping を送信します。

ARP パケットが届けば、ブロードキャスト パケットは届いているという意味です。ARP パケットが届かなければ、
パケットがまったく届いていないことを意味します。

ブロードキャスト パケットは受信しているのにユニキャスト パケットはドロップしている場合の
トラブルシューティング

手順

1 すべての問題のある ESX ホスト 上で /opt/vmware/vslad/fence-util setSwitchMode 1 を実行します。
このコマンドは vshd モジュールにすべての fenced のパケットをブロードキャストする指示を出します。

コマンドがすべてのホスト上で実行され、状態が改善された場合は、この問題の原因は大抵、ミラー仮想マシンにあ

るといえます。なぜならミラー仮想マシンは、ユニキャスト パケットがうまく届くよう正しく設定されることを必
要とするからです。

fence-utilについてくわしくは 「fence-util ユーティリティの詳細 (P. 122)」 を参照してください。

2 各 ESX ホスト上で、そのミラー仮想マシンの NIC をチェックし、少なくとも 1 つの NIC が、これらの仮想マシンが
接続されている vSwitch に接続していることを確認します。

3 ミラー仮想マシンの VMX ファイル内のこの NIC 用のフィルター エントリーが正しいか確認してください。この
vSwitch のすべてのエントリーは同じ LanId? 値を持っていなければなりません。

問題を解決した後、/opt/vmware/vslad/fence-util setSwitchMode 0 を実行しモードを 0 にリセットし
ます。
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4 パケットが 他の ESX ホスト に届くことを確認します。ミラー仮想マシンの設定が誤っている場合、パケットは送信
元のホストではなく、送信先の ESX ホスト でドロップされます。

まだ問題が解決されない場合、ユニキャスト スイッチングがネットワーク上の物理ボックスで壊れている可能性が
浮上します。しかし、ブロードキャスト パケットが届いている場合、物理的な接続は仮想マシン同士で行われてい
るという意味になるので、このケースは稀だと言えます。fence-utils を使用してブロードキャスト モードにすべて
の vshd モジュールを設置した後も、ブロードキャストが動いていてユニキャストが動いていない場合には、ユニ
キャスト関連の物理ネットワーク問題が考えられます。

複数の vShield Manager、ポート グループの分離機能、vCenter が同じネットワークにインストールされていると
いう可能性もあります。この場合、同じ物理ネットワーク内でいくつかのホスト キー MAC アドレスが重複している
可能性があります。このため、ネットワーク上の物理スイッチが 2 つの異なった場所からの同じ MAC アドレスを取
得してしまい、ブロードキャスト トラフィックはきちんと動くのにユニキャスト トラフィックが誤ったホストに届
いているということが発生しうるのです。

パケットが届かずブロードキャストがドロップする場合のトラブルシューティング

手順

1 2 つの ESX ホスト が共通の物理ネットワークと同じ VLAN に存在していることを確認します。

2 レガシー スイッチの場合、同じポート グループが、すべての問題の ESX ホスト上の同じ名前の vSwitch に接続し
ていることを確認します。

3 これらの vSwitch に接続されている NIC が同じ物理ネットワークに接続していることを確認します。

4 すべての ESX ホスト 上で /opt/vmware/vslad/fence-util info コマンドを何度も実行し、ドロップしたパ
ケットの数が増えるか確認します。

このモジュールは、fenced していないパケットが fenced の vNIC に入る時の、ドロップしたパケット数も示しま
す。これはネットワーク上の他のすべてのブロードキャストが fenced の vNIC に届くときドロップするということ
になります。Fenced From VM と Fenced To VM カウンターを参照します。

5 両エンドの ESX ホスト インターフェイスでキャプチャを実行することにより、パケットがドロップするポイントを
切り分けます。

パケットが送信元の ESX から出ているのに送信先の ESX に届いていない場合、その間のどこかのインテリジェン
ト デバイスが、これらのパケットに含まれる未確認の eth タイプのためにパケットをドロップしているという、稀
なケースが考えられます。

fence-util ユーティリティの詳細

Log Level はデバッグ ログ レベルを示します。

Hostkey は設定されたホスト ID です。fence util プログラムにミスプリントがあり、ホスト ID の末尾に 0 が追加され
ています。0x30 のホスト ID は ホスト ID 3 です。

Configured LAN MTUs は vsdh 経由で明示的に設定した MTU 値のことです。

Port Id  はほかのすべての表 (Active Ports、Switch State、Portstats)の最初のコラムです。これは各 fence が有効
なポートにとって vshd モジュールにより割り当てられた一意の識別子です。この ID は内部のもので、外部的な意味を
もちません。この ID は Uint64 に割り当てられるポート タイプのための dvfilter 名です。このポート ID は、1 つのポー
トの詳細のみ出力する fenceutil portInfo <portId> コマンドを使用して特定のポートの値をクエリするのに便利です。

Active Ports は fence がアクティブなすべての ポート/ｖ NIC を表示します。これにはミラー vNIC が含まれます。
最初のホストは fence のために 5つのポートが有効になっており、そのうちの 2つはミラー vNIC です。このミラー vNIC
は特別な fence ID fffffe で識別されます。OPI コラムでは fence IDが示されます。最初のホストは ID 000001 の
fence を持ちます。次のコラムではそのポートのために設定された LanId? が示されます。これはポートがどの vSwitch
接続されているかの識別となります。以下のアウトプットでは、最初のホストは 2 台の vSwitchを持ちます(legacy +
dvswitches)。一つは LanId? 1 が割り当てられ、もう一つは LanId? 2 が割り当てられています。2. これにより、別々
の LanId? を持つ二つのミラー仮想マシン vNIC (各 vSwitch に一つずつ) をアクティブ ポート内に見ることができます。
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Switch State は fence モジュールの内部ユニキャスト ラーニング のラーニング テーブルを示します。内部 MAC は
送信先 仮想マシン の MAC を意味し、外部 MAC はこの仮想マシンが存在するホストの ホストキー MAC を意味します。
ラーニングはパケットをチェックすることでこのテーブルで蓄積され、どの 仮想マシンがどのホスト上にいるのかを学習
します。この方法で、ホスト上のある仮想マシンが他の仮想マシンにアクセスしようとするとき、このテーブルを参照し

ます。送信先の仮想マシンの MAC が内部 MAC コラムにある場合、OuterMac? が、fence モジュールによって追加さ
れる外部 MAC ヘッダに挿入される送信先 hostkeymac として使用されますエントリーがここで見つからない場合、そ
のようなパケットはブロードキャストされます (外部 MAC ヘッダ の送信先 MAC はブロードキャストとしてセットされ
ます)。ほかのすべてのラーニング システムと同様、これには学習されたエントリーをタイムアウト/編集するメカニズム
があります。これは仮想マシンが他のホストに移動したり、テーブルが失効した MAC エントリーでいっぱいになるのを
防ぐ役割があります。used/age/seen ビットは、これらの MAC エントリーの頻度をトラッキングするのに使用できる
fence モジュールのフラグのことです。このラーニング機能は各ポートレベルで行われるため、他のポートでも同じ内
部 MAC － 外部 MAC のペアが見られます。このテーブルではまた同じホストキー MAC を外部 MAC セクションで表示
します。これは、パケットがカプセル化され送信元のポートから送られ、送信先のポートでカプセル解除される同じホス

ト上では、複数の仮想マシンにとっても、同じコードが使用されるからです。同じホスト上の仮想マシンに対しては最適

化の機能はありません。従って同じホスト上の仮想マシンについては、外部 MAC は同じホストの ホストキー MAC とな
ります。

Port Statistics はポートごとのパケット統計を示します。1 行あたり 1 ポートです。送信元と送信先の仮想マシン
の統計は、仮想マシンからのパケットの出入りを示しています。サブカテゴリーではパケットについての詳細が表示され

ます。各カウンターの詳細は以下の構造に表示されます。詳しくはお尋ねください。

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.

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。

第 15 章 トラブルシューティング

VMware, Inc.  123



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

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：
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表 15-1.  シン エージェントのログ記録

ヘッダー ヘッダー ヘッダー

log_dest 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

0x1

0x2

log_level AUDIT

ERROR

WARN

INFO

DEBUG

0x1

0x2

0x4

0x8

0x10

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 13 章「vShield Endpoint のイベントとアラーム (P. 67)」
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。

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. 68)」
を参照してください。
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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。
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