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データソースでスキャンをアクティブ化します

『 Getting started with Cloud Compliance for Cloud
Volumes ONTAP and Azure NetApp Files 』

Cloud Volumes ONTAP または Azure NetApp Files 向けのクラウドコンプライアンスを
開始するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 Cloud Compliance インスタンスを導入します

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

 作業環境でクラウドへのコンプライアンスを実現

Cloud Compliance をクリックし、 * Configuration * タブを選択して、特定の作業環境のコンプライアンスス
キャンを有効にします。

 ボリュームへのアクセスを確認

Cloud Compliance が有効になったので、ボリュームにアクセスできることを確認します。

• クラウドコンプライアンスインスタンスには、各 Cloud Volumes ONTAP サブネットまたは Azure

NetApp Files サブネットへのネットワーク接続が必要です。

• Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループは、クラウドコンプライアンスインスタンスからのイン
バウンド接続を許可する必要があります。

• NFS ボリュームのエクスポートポリシーで、 Cloud Compliance インスタンスからのアクセスを許可する
必要があります。

• CIFS ボリュームをスキャンするには、 Cloud Compliance で Active Directory のクレデンシャルが必要で
す。

クラウドコンプライアンス * > * スキャン設定 * > * CIFS クレデンシャルの編集 * をクリックし、クレデ
ンシャルを入力します。クレデンシャルは読み取り専用ですが、管理者のクレデンシャルを指定すること
で、 Cloud Compliance は昇格された権限が必要なデータを確実に読み取ることができます。

 スキャンするボリュームを設定します

スキャンするボリュームを選択すると、 Cloud Compliance でスキャンが開始されます。
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Cloud Compliance インスタンスの導入

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

作業環境での Cloud Compliance の有効化

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックし、 * Configuration * タブを選択します。

2. 作業環境内のすべてのボリュームをスキャンするには、 * すべてのボリュームのコンプライアンスをアク
ティブ化 * をクリックします。

作業環境内の特定のボリュームのみをスキャンするには、 * をクリックするか、 Volumes （ボリューム）
* を選択して、スキャンするボリュームを選択します。

を参照してください ボリュームのコンプライアンススキャンの有効化と無効化 を参照してください。

結果

Cloud Compliance は、それぞれの作業環境でデータのスキャンを開始します。結果は、 Cloud Compliance

ダッシュボードで最初のスキャンが完了するとすぐに表示されます。所要時間はデータ量によって異なりま
す。数分から数時間かかる場合もあります。

Cloud Compliance がボリュームにアクセスできることの確認

ネットワーク、セキュリティグループ、およびエクスポートポリシーを確認して、 Cloud Compliance がボリ
ュームにアクセスできることを確認します。CIFS ボリュームにアクセスできるようにするには、 Cloud

Compliance に CIFS クレデンシャルを指定する必要があります。
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手順

1. クラウドコンプライアンスインスタンスと、 Cloud Volumes ONTAP または Azure NetApp Files のボリュ
ームを含む各ネットワークとの間にネットワーク接続が確立されていることを確認します。

Azure NetApp Files の場合、 Cloud Compliance は Cloud Manager と同じリージョンにあ
るボリュームのみをスキャンできます。

2. Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループがクラウドコンプライアンスインスタンスからのインバ
ウンドトラフィックを許可していることを確認してください。

Cloud Compliance インスタンスの IP アドレスからのトラフィックのセキュリティグループを開くか、仮
想ネットワーク内からのすべてのトラフィックのセキュリティグループを開くことができます。

3. NFS ボリュームのエクスポートポリシーに Cloud Compliance インスタンスの IP アドレスが含まれてい
て、各ボリュームのデータにアクセスできることを確認します。

4. CIFS を使用する場合は、 Active Directory クレデンシャルを使用して Cloud Compliance を提供し、 CIFS

ボリュームをスキャンできるようにします。

a. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

b. [* 構成 *] タブをクリックします。

ボタンを示す [ 遵守 ] タブのスクリーンショット。"]

c. 各作業環境について、 * CIFS 資格情報の編集 * をクリックし、クラウド・コンプライアンスがシステ
ム上の CIFS ボリュームにアクセスするために必要なユーザー名とパスワードを入力します。

クレデンシャルは読み取り専用ですが、管理者のクレデンシャルを指定することで、 Cloud

Compliance は昇格された権限が必要なデータを読み取ることができます。クレデンシャルは Cloud

Compliance インスタンスに保存されます。

クレデンシャルを入力すると、すべての CIFS ボリュームが認証されたことを示すメッセージが表示
されます。
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5. _Scan Configuration_page で、 * View Details * をクリックして、各 CIFS および NFS ボリュームのステ
ータスを確認し、エラーを修正します。

たとえば、次の図は 3 つのボリュームを示しています。 1 つは Cloud Compliance インスタンスとボリュ
ームの間のネットワーク接続の問題が原因で Cloud Compliance がスキャンできないボリュームです。

ボリュームのコンプライアンススキャンの有効化と無効化

作業環境内のボリュームのスキャンは、 Scan Configuration ページからいつでも停止または開始できます。す
べてのボリュームをスキャンすることを推奨します。

終了： 手順：

ボリュームのスキャンを無効にします 音量スライダを左に動かします

すべてのボリュームのスキャンを無効にします [ すべてのボリュームのコンプライアンスを有効にする * ]

スライダをに移動します 左

ボリュームのスキャンを有効にします 音量スライダを右に動かします

すべてのボリュームのスキャンを有効にします [ すべてのボリュームのコンプライアンスを有効にする * ]

スライダをに移動します 権利
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作業環境に追加した新しいボリュームは、すべてのボリュームのコンプライアンスのアクティ
ブ化 * 設定が有効になっている場合にのみ自動的にスキャンされます。この設定を無効にする
と、作業環境で作成する新しいボリュームごとにスキャンを有効にする必要があります。

データ保護ボリュームをスキャンしています

デフォルトでは、データ保護（ DP ）ボリュームは外部から公開されておらず、 Cloud Compliance はアクセ
スできないため、スキャンされません。通常、オンプレミスの ONTAP クラスタから SnapMirror を処理する
ためのデスティネーションボリュームです。

最初は、 Cloud Compliance ボリュームのリストで、これらのボリュームを Type* DP * でステータスが「ス
キャンなし」 * および「必要な操作 _ * DP ボリュームへのアクセスを有効にする * 」と指定します。

手順

これらのデータ保護ボリュームをスキャンする場合は、次の手順を実行します。

1. ページ上部の * DP ボリュームへのアクセスを有効にする * ボタンをクリックします。

2. スキャンする各 DP ボリュームをアクティブ化するか、 * すべてのボリュームのコンプライアンスのアク
ティブ化 * コントロールを使用して、すべての DP ボリュームを含むすべてのボリュームを有効にしま
す。

有効にすると、コンプライアンスのためにアクティブ化された各 DP ボリュームから NFS 共有が作成され、
スキャンすることができます。共有のエクスポートポリシーでは、 Cloud Compliance インスタンスからのア
クセスのみが許可されます。

ボリュームリストには、ソース ONTAP システムで最初に NFS ボリュームとして作成されたボ
リュームのみが表示されます。最初に CIFS として作成されたソースボリュームは、現時点で
は Cloud Compliance に表示されません。

Cloud Compliance for Amazon S3 の利用を開始してください

Cloud Compliance では、 Amazon S3 バケットをスキャンして、 S3 オブジェクトスト
レージに格納されている個人データや機密データを特定できます。Cloud Compliance

は、ネットアップソリューション用に作成されたバケットであるかどうかに関係なく、
アカウント内の任意のバケットをスキャンできます。
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クイックスタート

これらの手順を実行すると、すぐに作業を開始できます。また、残りのセクションまでスクロールして詳細を
確認することもできます。

 クラウド環境で S3 の要件を設定します

クラウド環境が Cloud Compliance の要件を満たしていることを確認します。たとえば、 IAM ロールの準備と
Cloud Compliance から S3 への接続の設定を行います。 すべてのリストを参照してください。

 Cloud Compliance インスタンスを導入します

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

 S3 作業環境でコンプライアンスをアクティブ化します

Amazon S3 作業環境を選択し、 * 準拠の有効化 * をクリックして、必要な権限を含む IAM ロールを選択しま
す。

 スキャンするバケットを選択します

スキャンするバケットを選択すると、 Cloud Compliance でスキャンが開始されます。

S3 の前提条件の確認

S3 バケットのスキャンに固有の要件を次に示します。

Cloud Compliance インスタンス用の IAM ロールを設定します

Cloud Compliance では、アカウント内の S3 バケットに接続してスキャンするための権限が必要です。以
下の権限を含む IAM ロールを設定します。Amazon S3 作業環境で Cloud Compliance を有効にすると、
Cloud Manager から IAM ロールを選択するよう求められます。
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{

  "Version": "2012-10-17",

  "Statement": [

      {

          "Effect": "Allow",

          "Action": [

              "s3:Get*",

              "s3:List*",

              "s3:HeadBucket"

          ],

          "Resource": "*"

      },

      {

          "Effect": "Allow",

          "Action": [

              "iam:GetPolicyVersion",

              "iam:GetPolicy",

              "iam:ListAttachedRolePolicies"

          ],

          "Resource": [

              "arn:aws:iam::*:policy/*",

              "arn:aws:iam::*:role/*"

          ]

      }

  ]

}

Cloud Compliance から Amazon S3 への接続を提供

Cloud Compliance から Amazon S3 への接続が必要です。この接続を確立する最善の方法は、 VPC エン
ドポイントを介して S3 サービスに接続することです。手順については、を参照してください "AWS のド
キュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

VPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Compliance インスタンスに対応するリージョン、 VPC 、
およびルーティングテーブルを選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信
HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud

Compliance は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エ
ンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"

別の方法として、 NAT ゲートウェイを使用して接続を提供する方法があります。

インターネット経由で S3 にアクセスするためにプロキシを使用することはできません。
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Cloud Compliance インスタンスの導入

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

この AWS アカウントで S3 バケットが Cloud Manager で自動的に検出されて Amazon S3 作業環境に表示さ
れるように、 AWS コネクタにインスタンスを導入する必要があります。

S3 作業環境でのコンプライアンスのアクティブ化

前提条件を確認したら、 Amazon S3 で Cloud Compliance を有効にします。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。

2. Amazon S3 作業環境を選択します。

3. 右側のペインで、 * コンプライアンスを有効にする * をクリックします。

4. プロンプトが表示されたら、の Cloud Compliance インスタンスに IAM ロールを割り当てます 必要な権
限。
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5. [ コンプライアンスを有効にする ] をクリックします。

また、作業環境のコンプライアンススキャンを有効にすることもできます をクリックして、 [

スキャン設定 ] ページからアクセスします  ボタンを押して、 * コンプライアンスを有効に
する * を選択します。

結果

Cloud Manager によって、インスタンスに IAM ロールが割り当てられます。

S3 バケットでの準拠スキャンの有効化と無効化

Cloud Manager で Amazon S3 の Cloud Compliance が有効になったら、次の手順でスキャンするバケットを
設定します。

スキャンする S3 バケットを含む AWS アカウントで Cloud Manager を実行している場合は、そのバケットが
検出され、 Amazon S3 作業環境に表示されます。

Cloud Compliance も同様です 別々の AWS アカウントにある S3 バケットをスキャンします。

手順

1. Amazon S3 作業環境を選択します。

2. 右側のペインで、 * バケットの設定 * をクリックします。
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3. スキャンするバケットで準拠を有効にします。

結果

Cloud Compliance で、有効にした S3 バケットのスキャンが開始されます。エラーが発生した場合は、エラ
ーを修正するために必要なアクションとともに、 [ ステータス ] 列に表示されます。

追加の AWS アカウントからバケットをスキャンする

別の AWS アカウントを使用している S3 バケットをスキャンするには、そのアカウントからロールを割り当
てて、既存の Cloud Compliance インスタンスにアクセスします。

手順

1. S3 バケットをスキャンするターゲット AWS アカウントに移動し、 * 別の AWS アカウント * を選択して
IAM ロールを作成します。
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必ず次の手順を実行してください。

◦ Cloud Compliance インスタンスが存在するアカウントの ID を入力します。

◦ 最大 CLI / API セッション期間 * を 1 時間から 12 時間に変更し、変更を保存してください。

◦ Cloud Compliance IAM ポリシーを関連付けます。必要な権限があることを確認します。

{

  "Version": "2012-10-17",

  "Statement": [

      {

          "Effect": "Allow",

          "Action": [

              "s3:Get*",

              "s3:List*",

              "s3:HeadBucket"

          ],

          "Resource": "*"

      },

  ]

}

2. Cloud Compliance インスタンスが存在するソース AWS アカウントに移動し、インスタンスに関連付けら
れている IAM ロールを選択します。

a. 最大 CLI / API セッション期間 * を 1 時間から 12 時間に変更し、変更を保存してください。

b. [* ポリシーの適用 *] をクリックし、 [ ポリシーの作成 *] をクリックします。

c. 「 STS ： AssumeRole 」アクションと、ターゲットアカウントで作成したロールの ARN を含むポリ
シーを作成します。
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{

    "Version": "2012-10-17",

    "Statement": [

        {

            "Effect": "Allow",

            "Action": "sts:AssumeRole",

            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-

ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"

        },

        {

            "Effect": "Allow",

            "Action": [

                "iam:GetPolicyVersion",

                "iam:GetPolicy",

                "iam:ListAttachedRolePolicies"

            ],

            "Resource": [

                "arn:aws:iam::*:policy/*",

                "arn:aws:iam::*:role/*"

            ]

        }

    ]

}

Cloud Compliance インスタンスのプロファイルアカウントで追加の AWS アカウントにアクセスでき
るようになりました。

3. Amazon S3 Scan Configuration * ページに移動し、新しい AWS アカウントが表示されます。Cloud

Compliance が新しいアカウントの作業環境を同期し、この情報を表示するまでに数分かかることがあり
ます。

4. [Activate Compliance & Select Buckets] をクリックして、スキャンするバケットを選択します。

結果

Cloud Compliance によって、有効にした新しい S3 バケットのスキャンが開始されます。
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データベーススキーマをスキャンしています

Cloud Compliance でデータベーススキーマのスキャンを開始するには、いくつかの手順
を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 データベースの前提条件を確認する

データベースがサポートされていること、およびデータベースへの接続に必要な情報があることを確認しま
す。

 Cloud Compliance インスタンスを導入します

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

 データベースサーバを追加します

アクセスするデータベースサーバを追加します。

 スキーマを選択します

スキャンするスキーマを選択します。

前提条件の確認

Cloud Compliance を有効にする前に、次の前提条件を確認し、サポートされている構成であることを確認し
てください。

サポートされるデータベース

Cloud Compliance では、次のデータベースからスキーマをスキャンできます。

• MongoDB

• Oracle の場合

• PostgreSQL

• SAP HANA のサポート

• SQL Server （ MSSQL ）
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統計収集機能 * は、データベースで有効にする必要があります * 。

データベースの要件

Cloud Compliance インスタンスに接続されたデータベースは、ホストされている場所に関係なくすべてスキ
ャンできます。データベースに接続するには、次の情報が必要です。

• IP アドレスまたはホスト名

• ポート

• サービス名（ Oracle データベースにアクセスする場合のみ）

• スキーマへの読み取りアクセスを許可するクレデンシャル

ユーザー名とパスワードを選択する場合は、スキャンするすべてのスキーマとテーブルに対する完全な読
み取り権限を持つユーザーを選択することが重要です。必要なすべての権限を持つ専用のユーザを Cloud

Compliance システムに作成することを推奨します。

• 注： MongoDB では、読み取り専用の管理者ロールが必要です。

データベースサーバを追加しています

が必要です "Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入済みである"。

スキーマが存在するデータベース・サーバを追加します。

1. _Scan Configuration_page から、 Add DB Server ボタンをクリックします。

2. データベースサーバを識別するために必要な情報を入力します。

a. データベースタイプを選択します。

b. データベースに接続するポートおよびホスト名または IP アドレスを入力します。

c. Oracle データベースの場合は、サービス名を入力します。

d. Cloud Compliance がサーバにアクセスできるように、クレデンシャルを入力します。

e. [Add DB Server* ] をクリックします。
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 ページのスクリー
ンショット。"]

データベースが作業ディレクトリのリストに追加されます。

データベーススキーマでの準拠スキャンの有効化と無効化

スキーマのスキャンは、いつでも停止または開始できます。

1. _Scan Configuration_page から、設定するデータベースの Configuration ボタンをクリックします。

2. スライダを右に移動して、スキャンするスキーマを選択します。

15



ページのスクリーンショット。"]

結果

Cloud Compliance によって、有効にしたデータベーススキーマのスキャンが開始されます。エラーが発生し
た場合は、エラーを修正するために必要なアクションとともに、 [ ステータス ] 列に表示されます。

Cloud Manager からデータベースを削除しています

特定のデータベースをスキャンする必要がなくなった場合は、 Cloud Manager インターフェイスからそのデ
ータベースを削除して、すべてのスキャンを停止できます。

_Scan Configuration_page で、をクリックします  ボタン"] ボタンをクリックし、 * DB サーバの削除 * を
クリックします。

SnapMirror を使用した、クラウド準拠のオンプレミス ONTAP
データのスキャン

オンプレミスの NFS または CIFS データを Cloud Volumes ONTAP 作業環境にレプリケ
ートし、コンプライアンスを有効にすることで、オンプレミスの ONTAP データをクラ
ウドコンプライアンスでスキャンできます。オンプレミスの ONTAP 作業環境からデー
タを直接スキャンすることはできません。

が必要です "Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入済みである"。

手順
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1. Cloud Manager で、オンプレミスの ONTAP クラスタと Cloud Volumes ONTAP の間に SnapMirror 関係
を作成します。

a. "Cloud Manager でオンプレミスクラスタを検出"。

b. "オンプレミスの ONTAP クラスタとの間に、 SnapMirror レプリケーションを作成 Cloud Manager か
ら Cloud Volumes ONTAP にアクセスします"。

2. SMB ソースボリュームから作成された DP ボリュームの場合、 ONTAP CLI から、データアクセス用の
SMB デスティネーションボリュームを設定します。（データアクセスは Cloud Compliance から自動的に
有効になるため、 NFS ボリュームの場合は必要ありません）。

a. "デスティネーションボリュームに SMB 共有を作成"。

b. "デスティネーションボリュームの SMB 共有に適切な ACL を適用します"。

3. Cloud Manager から、 SnapMirror データが格納されている Cloud Volumes ONTAP 作業環境で Cloud

Compliance をアクティブ化します。

a. [ 作業環境（ Working Environments ） ] をクリックします。

b. SnapMirror データを含む作業環境を選択し、 * コンプライアンスを有効にする * をクリックします。

"Cloud Compliance の有効化に関するサポートが必要な場合は、ここをクリックしてください Cloud

Volumes ONTAP システム"。

c. _Scan Configuration_page の上部にある *Enable Access to DP volumes * ボタンをクリックします。

d. スキャンする各 DP ボリュームをアクティブ化するか、 * すべてのボリュームのコンプライアンスの
アクティブ化 * コントロールを使用して、すべての DP ボリュームを含むすべてのボリュームを有効
にします。

を参照してください "データ保護ボリュームをスキャンしています" DP ボリュームのスキャンの詳細について
は、を参照してください。
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