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データプライバシーに関する分析情報を入手できま
す

Cloud Compliance の詳細をご確認ください

Cloud Compliance は、 Cloud Manager 用のデータプライバシーとコンプライアンスの
サービスで、ボリューム、 Amazon S3 バケット、およびデータベースをスキャンし
て、これらのファイルに格納されている個人データと機密データを特定します。人工知
能（ AI ）ベースのテクノロジを使用したクラウドコンプライアンスは、データの状況を
把握し、機密データを特定するのに役立ちます。

"Cloud Compliance のユースケースを紹介します"。

の機能

Cloud Compliance には、コンプライアンスの取り組みに役立つツールがいくつか用意されています。Cloud

Compliance を使用すると、次のことができます。

• 個人識別情報（ PII ）の識別

• GDPR 、 CCPA 、 PCI 、 HIPAA の各プライバシー規制の要件に応じて、さまざまな機密情報の範囲を特
定します

• データサブジェクトアクセス要求への応答（ dsar ）

サポートされている作業環境とデータソース

Cloud Compliance では、次の種類のデータソースからデータをスキャンできます。

• AWS の Cloud Volumes ONTAP

• Azure の Cloud Volumes ONTAP

• Azure NetApp Files の特長

• Amazon S3

• データベースはどこにあってもかまいません （データベースがに存在する必要はありません サクキヨウ
カンキヨウ

• 注： Azure NetApp Files については、 Cloud Compliance は Cloud Manager と同じリージョンにあるすべ
てのボリュームをスキャンできます。

コスト

• Cloud Compliance の使用コストは、スキャンするデータの量によって異なります。2020 年 10 月 7 日時
点で、 Cloud Compliance が Cloud Manager ワークスペースでスキャンする最初の 1TB のデータは無料
です。これには、 Cloud Volumes ONTAP ボリューム、 Azure NetApp Files ボリューム、 Amazon S3 バ
ケット、データベーススキーマのデータが含まれます。その後もデータのスキャンを続行するには、
AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要です。を参照してください "価格設定" を
参照してください。
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"登録方法については、こちらをご覧ください"。

• Cloud Compliance をインストールするにはクラウドインスタンスを導入する必要があるため、導入先の
クラウドプロバイダから料金が発生します。を参照してください 各クラウドに導入されるインスタンスの
タイプ プロバイダ

• Cloud Compliance では、コネクタを導入しておく必要があります。多くの場合、 Cloud Manager で他の
ストレージとサービスを使用しているため、すでにコネクタが用意されています。Connector インスタン
スを使用すると、導入先のクラウドプロバイダから料金が発生します。を参照してください "クラウドプ
ロバイダごとに導入されるインスタンスのタイプ"。

データ転送コスト

データ転送のコストは設定によって異なります。Cloud Compliance インスタンスとデータソースが同じアベ
イラビリティゾーンとリージョンにある場合、データ転送コストは発生しません。ただし、 Cloud Volumes

ONTAP クラスタや S3 バケットなどのデータソースが _different _Availability Zone またはリージョンにある
場合は、クラウドプロバイダにデータ転送コストが請求されます。詳細については、次のリンクを参照してく
ださい。

• "AWS ： Amazon EC2 価格設定"

• "Microsoft Azure ： Bandwidth Pricing Details 』"

Cloud Compliance の仕組み

Cloud Compliance の仕組みは次のとおりです。

1. Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入します。

2. この機能は、 1 つ以上の作業環境、またはデータベースで有効にします。

3. Cloud Compliance は、 AI のラーニングプロセスを使用してデータをスキャンします。

4. Cloud Manager では、 [* コンプライアンス ] をクリックし、提供されたダッシュボードツールとレポート
ツールを使用してコンプライアンスを強化します。

Cloud Compliance インスタンス

Cloud Compliance を有効にすると、 Cloud Manager はコネクタと同じサブネットに Cloud Compliance イン
スタンスを導入します。 "コネクタの詳細については、こちらをご覧ください。"

コネクタがオンプレミスにインストールされている場合は、要求内の最初の Cloud Volumes

ONTAP システムと同じ VPC または VNet にクラウド準拠インスタンスを導入します。
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インスタンスについては、次の点に注意してください。

• Azure では、 Cloud Compliance は 512 GB ディスクの Standard_D16s_v3 VM で実行されます。

• AWS では、 Cloud Compliance は m5.Medin インスタンスで 500GB の gp2 ディスクを使用して実行され
ます。

m5.mcd を使用できない地域では、代わりに m4.mcd インスタンスに対して Cloud Compliance を実行し
ます。

インスタンス / VM タイプの変更やサイズ変更はサポートされていません。表示されるサイ
ズを使用する必要があります。

• インスタンスの名前は CloudCompliancy_with で、生成されたハッシュ（ UUID ）を連結しています。例
： _CloudCompliion-16bb6564-38ad-40802-9a92-36f5fd2f71c7

• 1 つのコネクタに導入される Cloud Compliance インスタンスは 1 つだけです。

• Cloud Compliance ソフトウェアのアップグレードは自動化されているため、心配する必要はありませ
ん。

Cloud Compliance はデータを継続的にスキャンするため、インスタンスは常に実行されている
状態にしておく必要があります。

スキャンの動作

Cloud Compliance を有効にして、スキャンするボリューム、バケット、またはデータベーススキーマを選択
すると、データのスキャンがただちに開始され、個人データと機密データが識別されます。組織のデータをマ
ッピングし、各ファイルを分類して、データ内のエンティティと定義済みパターンを特定して抽出します。ス
キャンの結果は、個人情報、機密性の高い個人情報、およびデータカテゴリのインデックスです。

Cloud Compliance は、 NFS ボリュームと CIFS ボリュームをマウントすることで、他のクライアントと同様
にデータに接続します。NFS ボリュームには読み取り専用で自動的にアクセスされますが、 CIFS ボリュー
ムをスキャンするためには Active Directory のクレデンシャルを指定する必要があります。
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初回スキャン後、 Cloud Compliance は各ボリュームを継続的にスキャンして差分変更を検出し、インスタン
スの実行を維持することが重要な理由です。

でスキャンを有効または無効にできます "ボリュームレベル"、で "バケットレベル"、および "データベースス
キーマレベル"。

Cloud Compliance がインデックス化する情報

Cloud Compliance は、非構造化データ（ファイル）を収集してインデックスを作成し、カテゴリを割り当て
ます。Cloud Compliance インデックスに含まれるデータは次のとおりです。

標準メタデータ

Cloud Compliance は、ファイルタイプ、サイズ、作成日、変更日など、ファイルに関する標準のメタデー
タを収集します。

個人データ

メールアドレス、識別番号、クレジットカード番号など、個人を特定できる情報。 "個人データの詳細につ
いては、こちらをご覧ください"。

機密性の高い個人データ

GDPR やその他のプライバシー規制で定義されている、健康データ、民族的起源、政治的見解などの機密
情報の特殊な種類。 "機密性の高い個人データの詳細をご覧ください"。

カテゴリ

Cloud Compliance は、スキャンしたデータをさまざまなタイプのカテゴリに分類します。カテゴリは、各
ファイルのコンテンツとメタデータの AI 分析に基づくトピックです。 "カテゴリの詳細については、こち
らをご覧ください"。
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名前エンティティ認識

Cloud Compliance は、 AI を使用して、ドキュメントから自然な人物の名前を抽出します。 "データ主体の
アクセスリクエストへの対応について説明します"。

ネットワークの概要

Cloud Manager によって、コネクタインスタンスからのインバウンド HTTP 接続を有効にするセキュリティ
グループとともに Cloud Compliance インスタンスが導入されます。

Cloud Manager を SaaS モードで使用する場合、 Cloud Manager への接続には HTTPS が使用され、ブラウ
ザと Cloud Compliance インスタンスの間で送信されるプライベートデータはエンドツーエンドの暗号化によ
って保護されるため、ネットアップとサードパーティが読み取ることはできません。

何らかの理由で SaaS ユーザインターフェイスの代わりにローカルユーザインターフェイスを使用する必要が
ある場合でも、ローカルユーザインターフェイスを使用できます "ローカル UI にアクセスします"。

アウトバウンドルールは完全にオープンです。Cloud Compliance ソフトウェアのインストールとアップグレ
ード、および使用状況の指標の送信には、インターネットアクセスが必要です。

ネットワーク要件が厳しい場合は、 "Cloud Compliance が連絡するエンドポイントについて説明します"。

コンプライアンス情報へのユーザアクセス

各ユーザには、 Cloud Manager 内と Cloud Compliance 内で異なる機能が割り当てられています。

• * アカウント管理者 * は、コンプライアンス設定を管理し、すべての作業環境のコンプライアンス情報を
表示できます。

• * ワークスペース管理者 * は、アクセス権を持つシステムのコンプライアンス設定を管理し、コンプライ
アンス情報を表示することができます。ワークスペース管理者が Cloud Manager の作業環境にアクセス
できない場合、作業環境のコンプライアンス情報は [ コンプライアンス ] タブに表示されません。

• Cloud Compliance Viewer * ロールを持つユーザーは、コンプライアンス情報を表示し、アクセス権限を
持つシステムのレポートを生成することのみができます。これらのユーザは、ボリューム、バケット、ま
たはデータベーススキーマのスキャンを有効または無効にすることはできません。

"Cloud Manager のロールに関する詳細情報" そして方法 "特定のロールのユーザを追加します"。

はじめに

Cloud Compliance の導入

Cloud Manager のワークスペースに Cloud Compliance インスタンスを導入するには、
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。
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 コネクタを作成します

コネクタがない場合は、 Azure または AWS でコネクタを作成します。を参照してください "AWS でコネク
タを作成する" または "Azure でコネクタを作成する"。

 前提条件を確認する

クラウド環境が前提条件を満たしていることを確認します。これには、クラウドコンプライアンスインスタン
ス用の vCPU 16 個、インスタンス用のアウトバウンドインターネットアクセス、ポート 80 経由のコネクタ
とクラウドコンプライアンスの接続などが含まれます。 すべてのリストを参照してください。

 Cloud Compliance の導入

インストールウィザードを起動して、 Cloud Manager に Cloud Compliance インスタンスを導入します。

 Cloud Compliance サービスに登録

Cloud Compliance が Cloud Manager でスキャンする最初の 1TB のデータは無料です。その後もデータのス
キャンを続行するには、 AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要です。

コネクタを作成しています

コネクタがない場合は、 Azure または AWS でコネクタを作成します。を参照してください "AWS でコネク
タを作成する" または "Azure でコネクタを作成する"。ほとんどの場合、コネクタセットがあります Cloud

Compliance をアクティブ化するのは、ほとんどの場合です "Cloud Manager の機能にはコネクタが必要です"

ただし、ここで設定する必要がある場合もあります。

AWS または Azure で Cloud Compliance 用のコネクタを使用する必要があるシナリオがいくつかあります。

• AWS または AWS S3 バケット内の Cloud Volumes ONTAP のデータをスキャンするときは、 AWS のコ
ネクタを使用します。

• Azure または Azure NetApp Files で Cloud Volumes ONTAP 内のデータをスキャンする場合は、 Azure の
コネクタを使用します。

• どちらのコネクタでもデータベースをスキャンできます。

ご覧のように、を使用する必要がある状況もあります "複数のコネクタ"。

Azure NetApp Files のスキャンを計画している場合は、スキャンするボリュームと同じ領域に
導入していることを確認する必要があります。

前提条件の確認

Cloud Compliance を導入する前に、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。
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アウトバウンドインターネットアクセスを有効にします

Cloud Compliance にはアウトバウンドのインターネットアクセスが必要です。仮想ネットワークでインタ
ーネットアクセスにプロキシサーバを使用している場合は、 Cloud Compliance インスタンスがアウトバ
ウンドのインターネットアクセスを使用して次のエンドポイントに接続していることを確認します。Cloud

Manager は、コネクタと同じサブネットに Cloud Compliance インスタンスを導入します。

エンドポイント 目的

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービス
との通信。

¥ https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥

https://auth0.com
NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元
的に行うことができます。

https://cloud-compliance-support-

netapp.s3.us-west-2.amazonaws.com \

https://hub.docker.com \

https://auth.docker.io \ https://registry-

1.docker.io \ https://index.docker.io/ \

https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ \

https://production.cloudflare.docker.com/

ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレー
トにアクセスできます。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミング
できるようにします。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com

Cloud Compliance でマニフェストとテンプレートにアクセ
スしてダウンロードしたり、ログと指標を送信したりでき
ます。

Cloud Manager に必要な権限が割り当てられていることを確認します

Cloud Manager に、リソースを導入する権限と Cloud Compliance インスタンスのセキュリティグループ
を作成する権限があることを確認します。最新の Cloud Manager 権限は、で確認できます "ネットアップ
が提供するポリシー"。

vCPU の制限を確認してください

クラウドプロバイダの vCPU 制限によって、 16 コアのインスタンスの導入が許可されていることを確認
してください。Cloud Manager が実行されているリージョン内の関連するインスタンスファミリーの
vCPU 制限を確認する必要があります。

AWS では、インスタンスファミリーは On-Demand Standard Instances です。Azure では ' インスタンス
ファミリーは _Standard DSView3 Family _ です

vCPU の制限の詳細については、以下を参照してください。

• "AWS のマニュアル： Amazon EC2 Service Limits"

• "Azure のドキュメント：「仮想マシンの vCPU クォータ"

Cloud Manager から Cloud Compliance にアクセスできることを確認

コネクタと Cloud Compliance インスタンスの間の接続を確認します。コネクタのセキュリティグループ
は、 Cloud Compliance インスタンスとの間のポート 80 経由のインバウンドおよびアウトバウンドトラフ
ィックを許可する必要があります。

この接続により、 Cloud Compliance インスタンスの導入が可能になり、コンプライアンスタブに情報を
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表示できます。

Azure NetApp Files の検出を設定します

ボリュームをスキャンして Azure NetApp Files をスキャンする前に、 "構成を検出するには、 Cloud

Manager が設定されている必要があります"。

Cloud Compliance の運用を継続できることを確認します

データを継続的にスキャンするには、 Cloud Compliance インスタンスをオンのままにする必要がありま
す。

Web ブラウザから Cloud Compliance への接続を確認します

Cloud Compliance を有効にしたら、ユーザが Cloud Compliance インスタンスに接続しているホストから
Cloud Manager のインターフェイスにアクセスするようにします。

Cloud Compliance インスタンスは、プライベート IP アドレスを使用して、インデックス付きデータがイ
ンターネットにアクセスできないようにします。そのため、 Cloud Manager へのアクセスに使用する
Web ブラウザは、そのプライベート IP アドレスに接続する必要があります。この接続は、 AWS または
Azure への直接接続（ VPN など）、または Cloud Compliance インスタンスと同じネットワーク内にある
ホストから確立できます。

Cloud Compliance インスタンスの導入

Cloud Manager インスタンスごとに Cloud Compliance のインスタンスを導入します。

手順

1. Cloud Manager で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. クラウドコンプライアンスのアクティブ化 * をクリックして、導入ウィザードを開始します。

3. 導入手順が完了すると、ウィザードに進捗状況が表示されます。問題が発生すると停止し、入力を求めら
れます。
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4. インスタンスが展開されたら、 * 設定に進む * をクリックして _ スキャン設定 _ ページに移動します。

結果

Cloud Manager によってクラウドプロバイダに Cloud Compliance インスタンスが導入されます。

次のステップ

スキャン設定ページから、コンプライアンスのためにスキャンする作業環境、ボリューム、およびバケットを
選択できます。特定のデータベーススキーマをスキャンするために、データベースサーバに接続することもで
きます。これらのデータソースのいずれかで Cloud Compliance をアクティブ化します。

Cloud Compliance サービスへの登録

Cloud Compliance が Cloud Manager ワークスペースでスキャンする最初の 1TB のデータは無料です。その
後もデータのスキャンを続行するには、 AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要で
す。

いつでもサブスクライブでき、データ量が 1TB を超えるまでは料金は発生しません。Cloud Compliance

Dashboard でスキャンしているデータの総容量を常に確認できます。また、 [ 今すぐサブスクライブ ] ボタン
を使用すると、準備が整ったときに簡単にサブスクライブできます。

ボタン。"]

• 注： * Cloud Compliance から登録を求められたものの、すでに Azure サブスクリプションをお持ちの場
合は、古い * Cloud Manager * サブスクリプションを使用している可能性があるため、新しい * NetApp

Cloud Manager * サブスクリプションに変更する必要があります。を参照してくださいAzure で新しい
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NetApp Cloud Manager プランに変更 を参照してください。

手順

これらの手順は、 _Account Admin_role 権限を持つユーザが実行する必要があります。

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. AWS インスタンスプロファイルまたは Azure Managed Service Identity のクレデンシャルを検索します。

サブスクリプションは、インスタンスプロファイルまたはマネージドサービス ID に追加する必要があり
ます。充電ができない。

すでに月額プランをお持ちの場合は、すべて設定されています。他に必要なことはありません。

3. まだサブスクリプションをお持ちでない場合は、クレデンシャルの上にカーソルを合わせて、操作メニュ
ーをクリックします。

4. [ サブスクリプションの追加 ] をクリックします。

5. [ サブスクリプションの追加 ] をクリックし、 [* 続行 ] をクリックして、手順に従います。
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次のビデオでは、 Marketplace サブスクリプションを AWS サブスクリプションに関連付ける方法を紹
介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 (video)

次のビデオでは、 Marketplace サブスクリプションを Azure サブスクリプションに関連付ける方法を紹介
します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 (video)

Azure で新しい Cloud Manager プランに変更

2020 年 10 月 7 日より、 Azure Marketplace サブスクリプション「 NetApp Cloud Manager * 」に Cloud

Compliance が追加されました。元の Azure * Cloud Manager * サブスクリプションをすでにお持ちの場合、
Cloud Compliance の使用は許可されません。

以下の手順に従って、新しい * NetApp Cloud Manager * サブスクリプションを選択し、古い * Cloud

Manager * サブスクリプションを削除する必要があります。

既存のサブスクリプションに特別なプライベートオファーが付随して発行された場合、ネット
アップに連絡して、コンプライアンスを含む新しい特別なプライベートオファーを発行できる
ようにする必要があります。

手順

これらの手順は、前述のように新しいサブスクリプションを追加するのと似ていますが、いくつかの場所で異
なります。

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. サブスクリプションを変更する Azure Managed Service Identity のクレデンシャルを検索し、クレデンシ
ャルにカーソルを合わせて、 * Associate Subscription * をクリックします。

現在の Marketplace サブスクリプションの詳細が表示されます。

3. [ サブスクリプションの追加 ] をクリックし、 [* 続行 ] をクリックして、手順に従います。新しいサブス
クリプションを作成するために、 Azure ポータルにリダイレクトされます。

4. Cloud Manager * ではなく、 Cloud Compliance へのアクセスを提供するプラン * NetApp Cloud Manager

* を選択してください。

5. ビデオの手順に従って、 Marketplace サブスクリプションを Azure サブスクリプションに関連付ける：

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 (video)

6. Cloud Manager に戻り、新しいサブスクリプションを選択し、 * Associate * をクリックします。

7. サブスクリプションが変更されたことを確認するには、資格情報カードで上のサブスクリプションの上に
カーソルを置きます。

これで、 Azure ポータルから古いサブスクリプションのサブスクリプションを解除できます。

8. Azure ポータルで、 Software as a Service （ SaaS ）に移動し、サブスクリプションを選択して、 *

Unsubscribe * をクリックします。
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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。

22



{

    "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 ）

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 * 。

24



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。
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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

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。

27



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。

プライベートデータの可視化と管理を実現

組織内の個人データと機密性の高い個人データに関する詳細を表示することで、個人デ
ータを管理できます。また、データに含まれる Cloud Compliance のカテゴリとファイ
ルタイプを確認して、情報を可視化することもできます。

デフォルトでは、 Cloud Compliance ダッシュボードには、すべての作業環境とデータベースのコンプライア
ンスデータが表示されます。

28

https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_discovering_ontap.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_replicating_data.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-371B7797-B5BE-4B19-BDE4-BBC938F109BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/GUID-90FCFDB3-F60C-4685-9BBD-6D648F75701C.html


一部の作業環境のデータだけを表示する場合は、 それらの作業環境を選択します。

個人データ

Cloud Compliance は、データ内の特定の単語、文字列、パターン（ Regex ）を自動的に識別します。たとえ
ば、個人識別情報（ PII ）、クレジットカード番号、社会保障番号、銀行口座番号などです。 すべてのリスト
を参照してください。

一部のタイプの個人データについては、 Cloud Compliance は _ 近接性検証 _ を使用してその結果を検証しま
す。検証は、見つかった個人データに近接した 1 つまたは複数の定義済みキーワードを検索することによっ
て行われます。たとえば、 Cloud Compliance は米国を識別しますソーシャルセキュリティ番号（ SSN ）
は、 IT の横に近接語（ SSN_or_social security など）が表示されている場合、 SSN として表示されます。 

以下のリストを参照してください Cloud Compliance がプロキシミティ検証を使用する状況を示します。

個人データを含むファイルを表示する

手順

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

2. すべての個人データの詳細を調査するには、個人データの割合の横にあるアイコンをクリックします。
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3. 特定の種類の個人データの詳細を調べるには、 [ * すべて表示 * ] をクリックし、特定の種類の個人データ
の [ 結果の調査 * ] アイコンをクリックします。
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4. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

5. また、調査ページの内容をフィルタして、表示する結果のみを表示することもできます。トップレベルの
タブでは、ファイル（非構造化データ）またはデータベース（構造化データ）のデータを表示できます。

次に、作業環境、ストレージリポジトリ、カテゴリ、プライベートデータ、ファイルタイプに対するフィ
ルタを設定します。 最終変更日。 S3 オブジェクトの権限がパブリックアクセスに許可されているかどう
か。

個人データの種類

ファイルに含まれる個人データは、一般的な個人データまたは国 ID です。3 番目の列は、 Cloud Compliance

で使用されているかどうかを示します 近接性検証 識別子の調査結果を検証します。
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を入力します 識別子 近接性検証：

全般 E メールアドレス いいえ

クレジットカード番号 いいえ

IBAN 番号（国際銀行口座番号） いいえ
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を入力します 識別子 近接性検証：

国家識別番号 ベルギー ID （ Numero National ） はい。

ブラジル ID （ CPF ） はい。

ブルガリア語 ID （ UCN ） はい。

カリフォルニア州の運転免許証 はい。

クロアチア ID （ OIB ） はい。

キプロス税識別番号（ TIC ） はい。

チェコ語 / スロバキア語 ID はい。

デンマーク語 ID （ CPR ） はい。

オランダ語 ID （ BSN ） はい。

エストニア ID はい。

フィンランド ID （ HETU ） はい。

フランス税識別番号（ SPI ） はい。

ドイツの納税者番号（ Steuerliche Identifyikationsnummer ） はい。

ギリシャ ID はい。

ハンガリー語税識別番号 はい。

アイルランド ID （ PPS ） はい。

イスラエルの身分証明書 はい。

イタリアの税識別番号 はい。

ラトビア ID はい。

リトアニア ID はい。

ルクセンブルク iD はい。

マルタ ID はい。

ポーランド ID （ PESEL ） はい。

ポルトガル語税識別番号（ NIF ） はい。

ルーマニア語 ID （ CNP ） はい。

スロベニア語 ID （ EMSO ） はい。

南アフリカ ID はい。

スペイン語税識別番号 はい。

スウェーデン語 ID はい。

英国ID （ニーノ） はい。

米国社会保障番号（ SSN ） はい。
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機密性の高い個人データ

Cloud Compliance は、などのプライバシー規制に従って、機密性の高い特別な個人情報を自動的に識別しま
す "GDPR の第 9 、 10 記事"。たとえば、人の健康、民族の起源、性的指向に関する情報などです。 すべて
のリストを参照してください。

Cloud Compliance は、人工知能（ AI ）、自然言語処理（ NLP ）、機械学習（ ML ）、コグニティブコンピ
ューティング（ CC ）を使用して、スキャンするコンテンツの意味を理解し、エンティティを抽出してそれに
応じて分類します。

たとえば、機密性の高い GDPR データカテゴリの 1 つは民族起源です。クラウドコンプライアンスは、 NLP

の能力を備えているため、「ジョージ・メキシカン」（ GDPR の第 9 条で規定されている機密データを示す
）と「ジョージ・イメキシカン・フード」を読み取る文との違いを区別できます。

機密性の高い個人データをスキャンする場合は、英語のみがサポートされます。言語のサポー
トは、あとで追加されます。

機密性の高い個人データを含むファイルを表示する

手順

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

2. 機密性の高い個人データの詳細を調べるには、個人データの割合の横にあるアイコンをクリックします。

3. 特定のタイプの機密個人データの詳細を調べるには、 [ * すべて表示 * ] をクリックし、特定のタイプの機
密個人データの [ 調査結果 * ] アイコンをクリックします。
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4. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

機密性の高い個人データのタイプ

Cloud Compliance がファイルに保存できる機密性の高い個人データには、次のものがあります。

刑事手続きの参照

天然人の犯罪に関するデータ。

『民族リファレンス』を参照してください

自然な人の人種または民族の起源に関するデータ。

健全性リファレンス

自然な人の健康に関するデータ。

ICD-9-CM Medical Codes

医療および医療業界で使用されるコード。
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ICD-10-CM Medical Codes

医療および医療業界で使用されるコード。

哲学の信仰の参照

自然な人の哲学的信念に関するデータ。

宗教的信条参照

自然な人の宗教的信条に関するデータ。

性別生命または方向の参照

自然人の性生活や性的指向に関するデータ。

カテゴリ

Cloud Compliance は、スキャンしたデータをさまざまなタイプのカテゴリに分類します。カテゴリは、各フ
ァイルのコンテンツとメタデータの AI 分析に基づくトピックです。 カテゴリのリストを参照してください。

カテゴリを使用すると、保有している情報の種類を表示して、データの状況を把握することができます。たと
えば、履歴書や従業員契約などのカテゴリには機密データを含めることができます。結果を調査すると、従業
員契約が安全でない場所に保存されていることがわかります。その後、その問題を修正できます。

カテゴリでは英語のみがサポートされています。言語のサポートは、あとで追加されます。

カテゴリ別にファイルを表示します

手順

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

2. メイン画面から上位 4 つのカテゴリのいずれかの * 調査結果 * アイコンを直接クリックするか、 * すべて
表示 * をクリックして、いずれかのカテゴリのアイコンをクリックします。
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3. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

カテゴリのタイプ

Cloud Compliance では、次のようにデータが分類されます。

財務

• 貸借対照表

• 注文書

• 請求書

• 四半期ごとのレポート

時間

• バックグラウンドチェック

• 報酬プラン

• 従業員の契約
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• 従業員レビュー

• 健常性

• 再開します

法律

• NDAS

• ベンダー - お客様との契約

マーケティング

• キャンペーン

• 会議

処理

• 監査レポート

営業

• SO 番号

サービス

• RFI （ RFI ）

• RFP

• SOW の作成

• トレーニング

サポート

• 苦情やチケット

メタデータのカテゴリ

• アプリケーションデータ

• アーカイブファイル

• 音声

• ビジネスアプリケーションデータ

• CAD ファイル

• コード

• データベースおよびインデックス・ファイル

• デザインファイル（ Design Files ）

• E メールアプリケーションデータ

• 実行可能ファイル

• 財務アプリケーションデータ

• ヘルスアプリケーションデータ

38



• イメージ

• ログ

• その他の文書

• その他のプレゼンテーション

• その他のスプレッドシート

• ビデオ

ファイルの種類

Cloud Compliance は、スキャンしたデータをファイルタイプ別に分類し、ファイルタイプを確認すると、特
定のファイルタイプが正しく保存されない可能性があるため、機密データを制御するのに役立ちます。 ファ
イルタイプのリストを参照してください。

たとえば ' 組織に関する非常に機密性の高い情報を含む CAD ファイルを保存する場合がありますセキュリテ
ィで保護されていない場合は、権限を制限するか、ファイルを別の場所に移動することで、機密データを制御
できます。

ファイルタイプを表示しています

手順

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

2. メイン画面で上位 4 つのファイルタイプのうちの 1 つに対応する * 調査結果 * アイコンをクリックする
か、 * すべて表示 * をクリックして、任意のファイルタイプのアイコンをクリックします。
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3. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

ファイルのタイプ

Cloud Compliance は、すべてのファイルをスキャンしてカテゴリやメタデータに関する分析情報を取得し、
ダッシュボードのファイルタイプセクションにすべてのファイルタイプを表示します。

しかし、 Cloud Compliance が個人識別情報（ PII ）を検出した場合、または dsar 検索を実行した場合、 .pdf

、 .DOCX 、 .DOC 、 .PPTX 、 .XLS 、 .XLSX 、 .csv 、 .TXT 、 .RTF 、および .json のファイル形式のみが
サポートされます。

特定の作業環境のデータを表示する

Cloud Compliance ダッシュボードの内容をフィルタリングして、すべての作業環境とデータベース、または
特定の作業環境のコンプライアンスデータを表示できます。

ダッシュボードをフィルタすると、 Cloud Compliance は選択した作業環境だけにコンプライアンスデータと
レポートをスコープします。

手順

1. フィルタドロップダウンをクリックし、データを表示する作業環境を選択して、 * 表示 * をクリックしま
す。
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見つかった情報の正確性

ネットアップでは、 Cloud Compliance によって識別される個人データと機密性の高い個人データの正確性を
100% 保証することはできません。必ずデータを確認して情報を検証してください。

以下の表は、ネットアップのテストに基づく、 Cloud Compliance が検出した情報の正確さを示しています。
精度 _ と _ リコール _ で分解します。

精度（ Precision ）

どのようなクラウドコンプライアンスが見つかったかが正しく特定された可能性。たとえば、個人データ
の正確な割合が 90% の場合、個人情報を含むと識別された 10 個中 9 個のファイルに個人情報が実際に含
まれていることを意味します。10 個のファイルのうち 1 個はフォールスポジティブです。

取り消し

クラウドコンプライアンスが何をすべきかを判断する確率。たとえば、個人データのリコール率が 70% の
場合、 Cloud Compliance では、実際に個人情報が含まれている 10 個中 7 個のファイルを識別できま
す。Cloud Compliance は、データの 30% を見逃すことになり、ダッシュボードには表示されません。
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Cloud Compliance は可用性が限定的にリリースされており、常に結果の正確さが向上しています。これらの
改善点は、今後の Cloud Compliance リリースで自動的に提供される予定です。

を入力します 精度（ Precision ） 取り消し

個人データ - 一般 90% ~ 95% 60% ～ 80%

個人データ - 国 ID 30% ~ 60% 40% ~ 60%

機密性の高い個人データ 80% ~ 95% 20% ~ 30%

カテゴリ 90% ~ 97% 60% ～ 80%

各ファイルリストレポート（ CSV ファイル）に含まれる内容

各調査ページから、特定されたファイルの詳細を含むファイルリスト（ CSV 形式）をダウンロードできま
す。10 、 000 件を超える結果がある場合は、上位 10 、 000 件のみがリストに表示されます。

各ファイルリストには、次の情報が含まれています。

• ファイル名

• 場所のタイプ

• 作業環境

• ストレージリポジトリ

• プロトコル

• ファイルパス

• ファイルタイプ

• カテゴリ

• 個人情報

• 機密性の高い個人情報

• 削除の検出日

削除の検出日は、ファイルが削除または移動された日付を示します。これにより、機密ファイルがいつ移
動されたかを識別できます。削除されたファイルは、ダッシュボードまたは [ 調査 ] ページに表示される
ファイル番号カウントの一部ではありません。ファイルは CSV レポートにのみ表示されます。

コンプライアンスレポートの表示

Cloud Compliance では、組織のデータプライバシープログラムのステータスをより詳し
く把握するために使用できるレポートが用意されています。

デフォルトでは、 Cloud Compliance ダッシュボードには、すべての作業環境とデータベースのコンプライア
ンスデータが表示されます。一部の作業環境のデータのみを含むレポートを表示する場合は、 それらの作業
環境を選択します。
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ネットアップでは、 Cloud Compliance によって識別される個人データと機密性の高い個人デ
ータの正確性を 100% 保証することはできません。必ずデータを確認して情報を検証してくだ
さい。

プライバシーリスク評価レポート

プライバシーリスクアセスメントレポートには、 GDPR や CCPA などのプライバシー規制に必要な、組織の
プライバシーリスクステータスの概要が記載されています。このレポートには次の情報が含まれます。

準拠ステータス

A 重要度スコア 機密性、個人、機密性の高い個人のいずれであっても、データの配信は可能です。

評価の概要

検出された個人データの種類とデータのカテゴリの内訳。

この評価のデータ主体

国 ID が見つかった場所別の人の数。

プライバシーリスク評価レポートの生成

コンプライアンスタブに移動してレポートを生成します。

手順

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

2. [Reports] の下にある [* Privacy Risk Assessment* ] の横にあるダウンロードアイコンをクリックします。

結果

Cloud Compliance によって PDF レポートが生成され、必要に応じて他のグループに送信して確認できます。
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重要度スコア

Cloud Compliance は、次の 3 つの変数に基づいて、プライバシーリスク評価レポートの重大度スコアを計算
します。

• すべてのデータの個人データの割合。

• すべてのデータの機密性の高い個人データの割合。

• データ主体を含むファイルの割合。国 ID 、社会保障番号、税務 ID 番号などの国 ID によって決定されま
す。

スコアの決定に使用されるロジックは次のとおりです。

重要度スコア ロジック

0 3 つの変数はすべて 0% です

1. 変数の 1 つが 0% を超えています

2. 変数の 1 つが 3% を超えています

3. 2 つの変数が 3% を超えています

4. 3 つの変数が 3% を超えています

5. 変数の 1 つが 6% を超えています

6. 2 つの変数が 6% を超えています

7. 3 つの変数が 6% を超えています

8. 変数の 1 つが 15% を超えています

9. 2 つの変数が 15% を超えています

10. 3 つの変数が 15% を超えています

PCI DSS レポート

Payment Card Industry Data Security Standard （ PCI DSS ） Report は、クレジットカード情報のファイル
への配布を識別するのに役立ちます。このレポートには次の情報が含まれます。

概要

クレジットカード情報を含むファイル数と、作業環境。

暗号化

暗号化された作業環境または暗号化されていない作業環境にあるクレジットカード情報を含むファイルの
割合。この情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェアからの保護が有効になっている、または有効になっていない作業環境でのクレジットカー
ド情報を含むファイルの割合。この情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

保持

ファイルが最後に変更された期間。これは、クレジットカード情報を処理するよりも長く保持する必要が
ないために役立ちます。
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クレジットカード情報の配布

クレジットカード情報が見つかった作業環境、および暗号化とランサムウェアによる保護が有効になって
いるかどうか。

PCI DSS レポートの生成

コンプライアンスタブに移動してレポートを生成します。

手順

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

2. [Reports] の下にある [PCI DSS Report*] の横にあるダウンロードアイコンをクリックします。

結果

Cloud Compliance によって PDF レポートが生成され、必要に応じて他のグループに送信して確認できます。

HIPAA レポート

Health Insurance Portability and Accountability Act （ HIPAA ：医療保険の携行性と責任に関する法律）レポー
トは、健康に関する情報を含むファイルを特定するのに役立ちます。このポリシーは、 HIPAA データプライ
バシー法に準拠するという組織の要件を支援するように設計されています。Cloud Compliance は、次の情報
を検索します。

• ヘルス参照パターン

• ICD-10-CM 医療コード

• ICD-9-CM 医療コード

• HR –健全性カテゴリ

• ヘルスアプリケーションデータカテゴリ

このレポートには次の情報が含まれます。
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概要

ヘルス情報が含まれているファイルの数と、作業環境。

暗号化

暗号化された作業環境または暗号化されていない作業環境にあるヘルス情報を含むファイルの割合。この
情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェアからの保護が有効になっている、または有効になっていない作業環境でのヘルス情報を含
むファイルの割合。この情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

保持

ファイルが最後に変更された期間。健常性の情報は、処理するまでに時間がかかることがないため、この
方法が便利です。

健康情報の配布

健常性の情報が見つかった作業環境、および暗号化とランサムウェアによる保護が有効になっているかど
うか。

HIPAA レポートの生成

コンプライアンスタブに移動してレポートを生成します。

手順

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

2. [Reports] で、 [HIPAA Report] の横にあるダウンロードアイコンをクリックします。

結果

Cloud Compliance によって PDF レポートが生成され、必要に応じて他のグループに送信して確認できます。
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レポートの作業環境を選択する

Cloud Compliance ダッシュボードの内容をフィルタリングして、すべての作業環境とデータベース、または
特定の作業環境のコンプライアンスデータを表示できます。

ダッシュボードをフィルタすると、 Cloud Compliance は選択した作業環境だけにコンプライアンスデータと
レポートをスコープします。

手順

1. フィルタドロップダウンをクリックし、データを表示する作業環境を選択して、 * 表示 * をクリックしま
す。

データ主体アクセス要求に応答します

データ主体アクセス要求（ dsar ）に応答するには、件名のフルネームまたは既知の識別
子（電子メールアドレスなど）を検索し、レポートをダウンロードします。このレポー
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トは、企業が GDPR や同様のデータプライバシー法を遵守する必要がある場合に役立
つように作成されています。

ネットアップでは、 Cloud Compliance によって識別される個人データと機密性の高い個人デ
ータの正確性を 100% 保証することはできません。必ずデータを確認して情報を検証してくだ
さい。

データ主体アクセス要求とは

欧州 GDPR などのプライバシー規制により、データ主体（お客様や従業員など）は個人データにアクセスす
る権利が付与されます。データ主体がこの情報を要求すると ' これは dsar ( データ主体アクセス要求 ) と呼ば
れます組織は、これらの要求に「期日前に」、受領後 1 か月以内に対応する必要があります。

クラウドコンプライアンスは、どのようにして顧客のニーズに対応するのに役立ちます
か？

データ主体検索を実行すると、そのユーザーの名前または ID を持つすべてのファイルが Cloud Compliance

によって検索されます。Cloud Compliance は、名前または識別子に関する最新のインデックス付け済みデー
タをチェックします。新しいスキャンは開始されません。

検索が完了したら、 Data Subject Access Request レポートのファイルリストをダウンロードできます。この
レポートでは、データから得た情報を集約して、利用者に返すことができる法的条件にします。

データ主体の検索とレポートのダウンロード

データ主体のフルネームまたは既知の識別子を検索し、ファイルリストレポートまたは dsar レポートをダウ
ンロードします。で検索できます "個人情報の種類"。

データ主体の名前を検索する場合は、英語のみがサポートされます。言語のサポートは、あとで追加されま
す。

現時点では、データベース内でのデータの件名検索はサポートされていません。

手順

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

2. [ * データ主体 * ] をクリックします。

3. データ主体のフルネームまたは既知の識別子を検索します

次の例では、 name John doe: を検索しています。
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4. 次のいずれかのオプションを選択します。

◦ Download dsar Report: アクセス要求に対する正式な応答で、データ主体に送信できます。このレポ
ートには、データ主体に基づいて Cloud Compliance によって検出されたデータに基づいて自動的に
生成された情報が含まれます。この情報は、テンプレートとして使用するように設計されています。
データ主体に送信する前に、フォームに必要事項を記入して内部で確認してください。

◦ * 調査結果 * ：特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、およびファイルリストのダウンロードに
よってデータを調査できるページ。

10 、 000 件を超える結果がある場合は、ファイルリストに上位 10 、 000 件のみが表
示されます。

Cloud Compliance の無効化

必要に応じて、 Cloud Compliance のスキャンを停止することで、 1 つ以上の作業環境
やデータベースをスキャンすることができます。作業環境で Cloud Compliance を使用
する必要がなくなった場合は、 Cloud Compliance インスタンスを削除することもでき
ます。

作業環境のコンプライアンススキャンを非アクティブにします

スキャンを非アクティブ化すると、 Cloud Compliance はシステム上のデータをスキャンしなくなり、インデ
ックス付けされたコンプライアンス分析情報を Cloud Compliance インスタンスから削除します（作業環境ま
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たはデータベース自体のデータは削除されません）。

手順

_Scan Configuration_page で、をクリックします  ボタン"] ボタンをクリックして作業環境を選択し、 *

コンプライアンスの非アクティブ化 * をクリックします。

作業環境を選択するときに、サービスパネルから作業環境のコンプライアンススキャンを無効
にすることもできます。

Cloud Compliance インスタンスを削除しています

Cloud Compliance の使用が不要になった場合は、 Cloud Compliance インスタンスを削除できます。インス
タンスを削除すると、インデックス付きデータが存在する関連ディスクも削除されます。

ステップ

1. クラウドプロバイダのコンソールに移動して、 Cloud Compliance インスタンスを削除します。

インスタンスの名前は CloudCompliancy_with で、生成されたハッシュ（ UUID ）を連結しています。例
： _CloudCompliion-16bb6564-38ad-40802-9a92-36f5fd2f71c7

Cloud Compliance についての FAQ です

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

クラウドコンプライアンスとは

クラウドコンプライアンスとは、人工知能（ AI ）ベースのテクノロジを使用して、組織が Azure NetApp

Files 構成、 AWS または Azure でホストされる Cloud Volumes ONTAP システム、 Amazon S3 バケット、デ
ータベース全体にわたってデータコンテキストを把握し、機密データを特定できるよう支援するクラウドソリ
ューションです。

Cloud Compliance では、データプライバシーや機密性に関する新しいデータコンプライアンス規制（ GDPR

、 CCPA 、 HIPAA など）に対処するための事前定義されたパラメータ（機密情報の種類やカテゴリなど）が
提供されます。
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Cloud Compliance を使用すべき理由

Cloud Compliance では、データを通じて次のことを支援できます。

• データコンプライアンスやプライバシーの規制に準拠

• データ保持ポリシーに準拠

• GDPR 、 CCPA 、 HIPAA 、その他のデータプライバシー規制の要件に応じて、データ主体に応じて特定
のデータを容易に検索し、レポートを作成できます。

Cloud Compliance の一般的なユースケースを教えてください。

• 個人識別情報（ PII ）を識別します。

• GDPR および CCPA のプライバシー規制の要件に応じて、さまざまな機密情報の範囲を特定します。

• データプライバシーに関する新しい規制や今後の規制に対応できます。

"Cloud Compliance のユースケースについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

Cloud Compliance でスキャンできるデータの種類を教えてください。

Cloud Compliance では、 Cloud Volumes ONTAP と Azure NetApp Files で管理されている NFS プロトコルと
CIFS プロトコルを介した非構造化データのスキャンがサポートされます。Cloud Compliance では、 Amazon

S3 バケットに格納されているデータもスキャンできます。

また、 Cloud Compliance では、場所を問わずにデータベースをスキャンでき、 Cloud Manager で管理する
必要はありません。

"スキャンの仕組みを説明します"。

サポートされているクラウドプロバイダを教えてください。

Cloud Compliance は、 Cloud Manager の一部として機能し、現在は AWS と Azure をサポートしています。
これにより、異なるクラウドプロバイダ間で統一されたプライバシー可視性を実現できます。Google Cloud

Platform （ GCP ）のサポートがまもなく追加されます。

Cloud Compliance へのアクセス方法

Cloud Compliance の運用と管理には Cloud Manager を使用します。Cloud Compliance 機能には、 Cloud

Manager の * Compliance * タブからアクセスできます。

Cloud Compliance の仕組み

Cloud Compliance では、 Cloud Manager システムやストレージシステムと並行して、もう 1 つの人工知能レ
イヤを導入します。次に、ボリューム、バケット、およびデータベースのデータをスキャンし、見つかったデ
ータ分析のインデックスを作成します。

"Cloud Compliance の仕組みをご覧ください"。
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クラウドのコンプライアンスコストはいくらですか？

Cloud Compliance の使用コストは、スキャンするデータの量によって異なります。Cloud Compliance が
Cloud Manager ワークスペースでスキャンする最初の 1TB のデータは無料です。その後もデータのスキャン
を続行するには、 AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要です。を参照してください
"価格設定" を参照してください。

Cloud Compliance はどのくらいの頻度でデータをスキャンしますか？

データが頻繁に変更されるため、 Cloud Compliance はデータに影響を与えることなくデータを継続的にスキ
ャンします。データの初回スキャンには時間がかかる場合がありますが、その後のスキャンでは差分変更のみ
がスキャンされるため、システムのスキャン時間が短縮されます。

"スキャンの仕組みを説明します"。

Cloud Compliance はレポートを提供しますか。

はい。Cloud Compliance から提供される情報は、組織内の他の関係者にも関係があるため、レポートを作成
して分析情報を共有することができます。

Cloud Compliance で使用できるレポートは次のとおりです。

プライバシーリスクアセスメントレポート

データからプライバシーに関する情報を収集し、プライバシーリスクスコアを取得します。 "詳細はこち
ら。"。

Data Subject Access Request レポート

データサブジェクトの特定の名前または個人 ID に関する情報を含むすべてのファイルのレポートを抽出で
きます。 "詳細はこちら。"。

PCI DSS レポート

クレジットカード情報のファイルへの配布を識別するのに役立ちます。 "詳細はこちら。"。

HIPAA レポート

健常性情報がファイルにどのように分散されているかを確認できます。 "詳細はこちら。"。

特定の情報タイプに関するレポート

個人データや機密性の高い個人データを含む、特定されたファイルの詳細を含むレポートを利用できま
す。カテゴリおよびファイルタイプ別に分類されたファイルを表示することもできます。 "詳細はこち
ら。"。

クラウドコンプライアンスに必要なインスタンスまたは VM のタイプはどれですか？

• Azure では、 Cloud Compliance は 512 GB ディスクの Standard_D16s_v3 VM で実行されます。

• AWS では、 Cloud Compliance は m5.Medin インスタンスで 500GB の gp2 ディスクを使用して実行され
ます。

m5.mcd を使用できない地域では、代わりに m4.mcd インスタンスに対して Cloud Compliance を実行し
ます。
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インスタンス / VM タイプの変更やサイズ変更はサポートされていません。指定したデフォルト
サイズを使用する必要があります。

"Cloud Compliance の仕組みをご覧ください"。

スキャンのパフォーマンスは変化しますか？

スキャンパフォーマンスは、クラウド環境のネットワーク帯域幅と平均ファイルサイズによって異なります。

サポートされているファイルタイプはどれですか。

Cloud Compliance は、すべてのファイルをスキャンしてカテゴリやメタデータに関する分析情報を取得し、
ダッシュボードのファイルタイプセクションにすべてのファイルタイプを表示します。

Cloud Compliance が個人識別情報（ PII ）を検出した場合、または dsar 検索を実行した場合は、 .pdf 、
.DOCX 、 .DOC 、 .PPTX 、 .XLS 、 .XLSX 、 .csv 、 .TXT 、 .RTF 、および .json のファイル形式のみがサ
ポートされます。

Cloud Compliance を有効にする方法

まず、 Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入する必要があります。インスタンスの実
行が完了したら、既存の作業環境およびデータベースでインスタンスを有効にするか、 * Compliance * タブ
から、または特定の作業環境を選択できます。

"開始方法をご確認ください"。

Cloud Compliance をアクティブにすると、最初のスキャンがすぐに開始されます。コンプライ
アンスの結果はすぐ後に表示されます。

Cloud Compliance を無効にする方法

個々の作業環境を選択したら、作業環境のページで Cloud Compliance を無効にすることができます。

"詳細はこちら。"。

Cloud Compliance インスタンスを完全に削除するには、クラウドプロバイダのポータルから
Cloud Compliance インスタンスを手動で削除します。

Cloud Volumes ONTAP でデータ階層化が有効になっている場合はどうなりますか。

コールドデータをオブジェクトストレージに階層化する Cloud Volumes ONTAP システムでは、クラウド準拠
を有効にすることができます。データの階層化が有効になっている場合、 Cloud Compliance は、ディスクに
格納されているすべてのデータと、オブジェクトストレージに階層化されたコールドデータをスキャンしま
す。

コンプライアンススキャンはコールドデータを加熱しません — コールドデータを保存し ' オブジェクトスト
レージに階層化します
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クラウドコンプライアンスを使用してオンプレミスの ONTAP ストレージをスキャンで
きますか。

オンプレミスの ONTAP 作業環境から直接データをスキャンすることはできません。しかし、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、それらのボリュームで準拠を
アクティブ化することで、オンプレミスの ONTAP データをスキャンすることができます。Cloud Volumes

Service などのクラウドサービスを追加して、クラウドコンプライアンスをサポートする予定です。 

"詳細はこちら。"。

Cloud Compliance から組織に通知を送信できますか？

いいえ。ただし、組織内で共有できるステータスレポートはダウンロードできます。

組織のニーズに合わせてサービスをカスタマイズできますか。

Cloud Compliance は、設定不要でデータを分析します。これらの分析情報を抽出して、組織のニーズに活用
できます。

クラウドコンプライアンス情報を特定のユーザに制限できますか。

はい。 Cloud Compliance は Cloud Manager に完全に統合されています。Cloud Manager ユーザは、ワーク
スペースの権限に基づいて表示可能な作業環境の情報のみを表示できます。

また、特定のユーザに、 Cloud Compliance のスキャン結果の表示のみを許可し、 Cloud Compliance の設定
を管理する機能を付与しない場合は、 _Cloud Compliance Viewer_role というユーザを割り当てることができ
ます。

"詳細はこちら。"。
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