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本書の目的 

フリービットクラウド VDC ENTERPRISE-FARM Pro サービス（以下、本サービス）の操作

方法に関して説明する資料となります。 

1. 動作環境  

1.1. 対応ブラウザ 

Internet Explorer 11、 Windows 版 Firefox 61 

※ VMware のリモートコンソール機能が Windows 版のみのため、Mac OS X、Linux は

サポート対象外。 

 

1.2. ネットワーク環境 

クライアント PC から SSL-VPN でのアクセスは、Fortigate の 10443 番ポートを使

用します。Firewallがある場合は、Fortigateの 10443 番ポートを許可してくださ

い。 

 

1.3. 仮想マシン 

VMware Tools ソフトの稼働が必須となります。 

本サービスは、仮想化ソフト VMware を採用しております関係上、VMware Toolsソ

フトのインストールと稼働をお願いします。  

    

【ご注意事項】 

VMware Toolsインストールの準備画面で「準備する」ボタンを押し、コンソールから

ゲスト OS 内で CD-ROM をマウントした後に、アンマウントをせずに再度「準備する」

ボタンを押してしまいますと、仮想マシンの操作ができない状態となる場合がありま

すので、ご注意ください。 
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2. 仮想マシンの推奨スペック 

2.1. Windows 

（１） Windows Server 2008 64bit版  メモリ 4GB以上 

（２） Windows Server 2008 32bit版  メモリ 2GB以上 

2.2. Solaris 

（１） Solaris 10 64bit 版  メモリ 4GB 以上 

(Solaris 10 32bit 版はご利用いただけません。) 

3. ネットワーク構成図 

3.1. ネットワーク構成概要図 

 

 

※ 仮想マシンには、DHCP でプライベート IPが割り当てられます。 

※ Fortigate が仮想マシンのプライベート IPとグローバル IPをマッピングします。 
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4. Desktop Data Center 

Desktop Data Center は、フリービットクラウド VDC ENTERPRISE-FARM Pro サービ

スで提供される仮想化プラットフォーム・仮想マシンの管理・設定をリモートで行うことの

できるウェブユーザインターフェースです。 

 

また、Desktop Data Center ログイン後の画面からは、仮想 UTM(FortiGate) の管理画面

にもアクセスすることができます。 

 

4.1. Desktop Data Center へログイン 

 

Desktop Data Center に、ユーザのログイン ID を使ってログインします。ユーザには予め

権限セットが定義されたロールが割り当てられており、ログイン後に利用できる機能はロ

ールによって違いがあります。 

 

（１）ブラウザを起動して以下の URL を指定し、「Desktop Data Center」のログイン画面

を開きます。 

URL：https://www.fbc-vdc.jp/ 

 

（２）ログイン ID”および“パスワード”を入力して“Login”ボタンを押下します。 

 

（３）ログイン後に、「Desktop Data Center」のトップ画面が表示されます。 

 

※事前にご申請いただいていない IPアドレスからはログインできませんのでご注意くださ

い。アクセス元 IPアドレスの追加はサポートまでご連絡くださいますようお願いいたしま

す。 

 

 

https://www.fbc-vdc.jp/
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5. 「Desktop Data Center」画面概要 

Desktop Data Center にログインをして最初に表示される「ダッシュボード」の画面は、次

のような構成になっています。 

 

 

 

① ユーザ管理・お客様情報 

② 言語切替え 

③ ナビゲーショメニュー 

④ FreeBit からのお知らせ 

⑤ プレフィックスの情報 

⑥ 実行中のタスク 

⑦ メモ 

⑧ サーバーリスト 
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5.1. ①ユーザ管理・お客様情報 

 

Desktop Data Cnenter のユーザ情報とお客様情報を管理することができます。 

 

 

 

ユーザ情報 Desktop Data Center へアクセスするためのユーザを設定する 

お客様情報 お客様情報の確認と編集を行う 

 

5.2. ②言語切替え 

 

Desktop Data Center で表示する言語を選択することができます。 

 

 

 

日本語 日本語で表示します 

中文 中国語で表示します 
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5.3. ③ナビゲーションメニュー 

 

 

画面左上のプルダウンメニューで、操作対象のお客様識別子(プレフィックス)を選択する

ことができます。選択可能なお客様識別子は、お客様のご契約に紐づく識別子のうち、ログ

インしているユーザにアクセス権限がある識別子(所属プレフィックス)です。「お客様」に

属するプレフィックスは、「お客様情報」画面で確認できます。 

 

【ご注意事項】 

➢ ログインすると、前回のログアウト時に操作対象となっていた識別子が自動的に選択

された状態でダッシュボードが表示されます。 

 

➢ ユーザにアクセス権限がある識別子であっても、プレフィックス毎のアクセス許可 IP

アドレスに登録がない IP アドレスからのアクセスはできません。 

(プレフィックス切替えプルダウンメニューには表示されますが、選択した場合には自

動的にログアウトされます) 

 

➢ 複数のウィンドウを開いている状態で、片方のウィンドウで識別子を選択しなおした

場合、最後に選択された識別子が操作対象となり、もう一方のウィンドウにも反映され

ます。同時に複数の識別子を操作することはできません。 
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ナビゲーションメニュー項目一覧 

マイページ 

ダッシュボード ホーム画面を表示する。 

仮想マシン作成 仮想マシンを新規に作成する。 

カスタムテンプレート 仮想マシンのイメージをカスタムテンプレートとして保存する。 

ネットワーク設定 

ネットワーク情報 ネットワークの設定情報の詳細を表示する。 

 

サイト   : 使用しているデータセンター 識別情報 

UTM    : 使用している FortiGate 識別情報 

 

※使用している サイトならびに、UTMの識別情報も表示されます。障害・

メンテンス通知時には、この識別情報をお知らせします。 

SSL-VPN SSL-VPNのセッションを確立するページに移動する。 

Fortigate Fortigateの設定画面を表示するページに移動する。 

イベントログ／お問い合わせ 

イベントログ 『Desktop Data Center』にて行った操作(命令)の記録を見る。 

お問い合わせ お問い合わせフォームを表示する。 
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5.4. ④Freebit からのお知らせ  

 

 FreeBit からのお知らせが表示されます。 

 

 

※お知らせ内容は、フリービットクラウド VDC をご利用されているユーザの皆様全員に関

係するもので、適時更新されます。 
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5.5. ⑤識別子の情報 

 

現在の操作対象となっているお客様識別子(プレフィックス)の情報が表示されます。 

 

 

選択可能な仮想 CPU 数 仮想マシン作成時に選択できる仮想 CPU(vCPU)数 

※選択できるスペックは、お客様識別子毎に上記とは異な

る場合があります。 

選択可能なメモリサイズ 仮想マシン作成時に選択できる仮想メモリサイズ 

※選択できるスペックは、お客様識別子毎に上記とは異な

る場合があります。 

説明 お客様識別子(プレフィックス)の説明 

※表示されるテキストは、お客様が任意に編集して[更新]ボ

タンを押下することで更新できます。(管理者の権限が必要

です) 
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5.6. ⑥実行中のタスク 

 

 処理を実行中のタスクが表示されます。 

 

 

タスクとは、具体的に以下の処理を指します。 

・ 仮想マシンの作成 

・ 仮想マシンのクローン作成 

⇒仮想マシンの複製 

※仮想マシンのクローン作成のタスクには、その進捗率(パーセンテージ)が

表示されます。 

・ 仮想マシンのスケール変更 

⇒vCPU数、メモリサイズ、追加ディスクの変更 
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5.7. ⑦メモ 

 

 テキストボックスに入力後に「更新」ボタンを押下することでメモの登録ができます。 

 

 

 

※メモフィールド内のテキストから、仮想マシンを検索することができます。 
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5.8. ⑧サーバーリスト 

 

 作成した仮想マシンの一覧が表示されます。 

 

 

 

 

仮想マシン名 仮想マシン名が表示される 

状態 作成中 仮想マシンが作成中 

申 請 中

(HSM)  

ハイスペック仮想マシン作成を申請中 

ハイスペック仮想マシンとは、16vCPU 以上もしくは、メモリサイ

ズが 64GB以上に該当する仮想マシンを指します。 

作成を申請中のハイスペック仮想マシンは、申請をキャンセルす

ることができます。 

色無し 仮想マシンの電源がオフ 

赤 vCPU／メモリの使用率が 90%超。または VMware Tools が稼動して

いない状態 

黄 vCPU／メモリの使用率が 80%超。または VMware Tools のバージョ

ンが古く、アップグレードが要求されている状態 

緑 仮想マシンの電源がオンで、正常稼動中の状態 
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Tool VMware Tools の稼動状態が表示される 

CPU vCPU 使用率と vCPU数が表示される 

メモリ（MB） メモリ使用率とメモリ容量が表示される 

ディスク 追加ディスクの合計ディスク量を表示する。  

グローバルアドレス グローバルマップを設定している場合には、グローバル IPアドレ

スが表示される。 

プライベートアドレス 仮想マシンの仮想ネットワークアダプタに割り当てられている

IPv4 アドレスを VMWareTools が取得して表示する。お客様識別子

に割り当てられたセグメントに属さない IPv4アドレスが設定され

ている場合は、斜体表示になる。 

何らかの理由により IPv4アドレスを取得、表示出来ない場合には、

以下の表示がされる。 

 

表示 理由 

取得できません VMWareToolsがインストールされていません 

未取得 仮想マシンの電源が OFFか起動中のため取得

できません 

未設定 仮想ネットワークアダプタに IPv4 アドレス

が設定されていません 

  

オプション 以下に該当する仮想マシンで、アイコンが表示される。 

 

表示 理由 

 

編集ロックが設定されている 

 

バックアップ領域が割り当てられている 

 

カスタムテンプレート元になっている 

  

ホスト名 ホスト名が表示される 

稼動時間 稼動時間が表示される 
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※仮想マシンを、以下の条件で検索することができます。 

 

・仮想マシン名で検索する場合 

 

 

・仮想マシンのメモフィールドで検索する場合 
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6. 仮想マシンの作成・操作 

6.1. 仮想マシンの作成 

 

（１） 「Desktop Data Center」画面で、“仮想マシン作成”のリンクボタンを押下して、

「新規仮想マシンの作成」画面を表示します。 

 

 

（２） 「新規仮想マシンの作成」画面で、次の「新規仮想マシンの作成」項目説明一覧

を参照して必要項目を入力し“次へ”ボタンを押下します。 
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「新規仮想マシンの作成」項目説明一覧 

仮想マシン情報 

仮想マシン名 仮想マシンを識別できる名前を入力する。 

※ OS のホスト名とは別で、仮想マシン作成後も変更可能。 

 

vCPU 数 プルダウンメニューより以下を選択する。 

・1vCPU／2vCPU／4vCPU／6vCPU／8vCPU／16vCPU(ハイスペックマシ

ン) 

※仮想マシン作成後も変更可能。 

※お客様(識別子)毎に、選択できる値が上記とは異なる場合があり

ます。選択可能なスペックは、トップ画面の顧客情報設定メニュー

で表示される画面で確認ができます。 

※16CPU(ハイスペックマシン)を選択した場合には、弊社リソース状

況を確認の上で、ご提供の可否を判断させていただきます。ご提供

が確定するまでの間、ダッシュボード上のステータスは、「申請中

(HSM)」と表示されます。 

 

 

メモリサイズ プルダウンメニューより以下を選択する。 

・0.5GB／1GB／2GB／4GB／8GB／16GB／32GB／48GB／64GB(ハイスペ

ックマシン) 

※仮想マシン作成後も変更可能。 

※お客様(識別子)毎に、選択できる値が上記とは異なる場合があり

ます。選択可能なスペックは、トップ画面の顧客情報設定メニュー

で表示される画面で確認ができます。 

※64GB(ハイスペックマシン)を選択した場合には、弊社リソース状

況を確認の上で、ご提供の可否を判断させていただきます。ご提供

が確定するまでの間、ダッシュボード上のステータスは、「申請中

(HSM)」と表示されます。 

 

 

追加ディスク [拡張ディスクを追加]をクリックし、プルダウンメニューより追加

するディスクサイズを選択する。 

※拡張ディスクは 100GB 単位で最大 1000GBまで増設可能。 

※最大で 2つの拡張ディスクを設定することが可能。 
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OS テンプレート プルダウンメニューより OS テンプレートを選択する。OS テンプレ

ートは次の 3種類から選択可能。 

・ ゲスト OSが予めインストールされているテンプレート  

(フリービットが提供するテンプレート) 

・ カスタムテンプレート  

(お客様が作成もしくは、他のお客様が作成・公開しているテン

プレート) 

・ その他  

(OS が未インストールの空の仮想マシン） 

※ Windows を選択する場合は、Windows のライセンスが必要 

※ Red Hat Enterprise Linux を選択する場合には、「14.1 本書の

目的」を合わせてご参照ください。 

※ OS をお客様ご自身でインストールされる場合は「その他」をお

選びいただき、ご利用されるゲスト OS タイプと、バージョンを

指定してください。 

 

※ カスタムテンプレートを利用する場合には、カスタムテンプレ

ート名を選択してください。 

 

初期ユーザ名 仮想マシンのゲスト OS に作成する任意のユーザ名を入力する。作

成された仮想マシンのゲスト OS に、このユーザでログインができ

る。 

※カスタムテンプレート選択時には、初期ユーザ名と初期パスワー

ドの指定はできません。作成後に「サーバー情報」画面でご確認く

ださい。 
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初期パスワード 初期ユーザのパスワードを入力する。 

※英大文字・英小文字・数字を含む 8～16文字の文字列をご指定く

ださい。 

※ゲスト OSが Windows Server の場合には、パスワードは次の最小

要件を満たす必要があります。 

・ユーザのアカウント名またはフル ネームに含まれる 3 文字以上

連続する文字列を使用しない。 

・長さは 6 文字以上にする。 

・次の 4 つのカテゴリのうち 3 つから文字を使う。 

  英大文字 (A ～ Z) 

  英小文字 (a ～ z) 

  1進数の数字 (0 ～ 9) 

  アルファベット以外の文字 (!、$、#、% など) 

この要件を満たしていない場合には、仮想マシン提供時に [セキュ

リティの設定] の[複雑さの要件を満たす必要があるパスワード]ポ

リシーを無効にさせていただくことがあります。 

プライベートネックワーク 

プライマリ プライマリネットワークの情報。 

追加#n プライベートネットワークを使用する場合は、チェックを入れる。 

※プライベートネットワークを追加する場合は、サポート窓口まで

ご連絡ください。 

グローバルマップ 

しない/スタティック/ 

ロードバランス 

プルダウンメニューよりグローバル IPv4 アドレスとの対応付けを

以下のメニューで指定する。 

・しない 

・スタティック：スタティック NAT 設定（1個のグローバル アドレ

スに 1個の仮想マシンを対応付ける。） 

・ロードバランス：ロードバランス設定（1個のグローバル アドレ

スに複数の仮想マシンを対応付ける。） 

グローバルアドレス スタティックを選択した場合、プライマリのプライベートアドレス

をマップするグローバルアドレスをプルダウンメニューより指定。 
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(３) 入力内容を確認して、“次へ”ボタンを押下します。 

※ 仮想マシン作成完了後、登録メールアドレス宛に通知メールが送信されます。 
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※新規作成される仮想マシンの初期状態は以下の通りです。 

 

新規仮想マシン初期状態一覧 

仮想マシン情報 

仮想マシンの初期

設定状態 

Linux ・sshd 起動 

・初期ユーザは、sudo 使用可能。root パスワードの設定可

能。 

・CentOSでは SELinux 有効 

・プライベート IPアドレスは、DHCPで取得 

 (a.b.c.2 ～ a.b.c.99) 

Windows ・初期ユーザは、Administrators グループに所属 

・プライベート IPアドレスは、DHCPで取得。 

 (a.b.c.2 ～ a.b.c.99) 

・リモートデスクトップは有効。 

仮想マシンへのア

クセス方法 

Linux ・スタティック NAT 設定の場合、グローバル IP へアクセ

ス可 （FortiGate の Firewall policy で許可する必要あ

り。） 

・その他、SSL-VPNでプライベートアドレスへアクセス可 

・SSHまたはコンソールを使用 

Windows ・ログオンは、コンソール操作またはリモートデスクトッ

プでおこなう。 

・スタティック NAT 設定の場合、グローバル IP へアクセ

ス可（FortiGate の Firewall policy で許可する必要あ

り。） 

・その他、SSL-VPNでプライベートアドレスへアクセス可 

 

【ご注意事項】 

Linux の仮想マシンは、初期状態では root パスワードの設定がされていません。仮想マ

シン作成後に、お客様にてご設定ください。 
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6.2. サーバー情報画面 

 

作成した仮想マシンの詳細情報や現在の状態の確認、各種操作は、「サーバー情報」画面で

行うことができます。「サーバー情報」画面は、次のような構成になっています。 
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「サーバー情報」画面の構成 

①サーバー情報 

サーバー情報 仮想マシン名が表示される 

②イベントログ・表示を更新 

イベントログ 対象の仮想マシンのイベントログを表示する 

※ここに表示されるイベントログは以下に限定されます。以下に含まれ

ない電源操作などのログはイベントログタブで参照してください。 

CPU 数変更、メモリサイズ変更、追加ディスクの追加/削除、プレイベー

トネットワーク変更 

表示を更新 画面表示を更新する 

③操作ボタン 

※操作ボタンについては、「6.3 仮想マシンの起動／停止／再起動」を参照してください。 

④現在の状態 

仮想マシンの詳細なスペックや現在の状態が表示される 

状態 作成中 仮想マシンが作成中 

申請中 仮想マシンが作成中 申請中(HSM) 

色無し 仮想マシンの電源がオフ 

赤 vCPU／メモリの使用率が 90%超。または VMware Tools が稼動していない

状態 

黄 vCPU／メモリの使用率が 80%超。または VMware Tools のバージョンが古

く、アップグレードが要求されている状態 

緑 仮想マシンの電源がオンで、正常稼動中の状態。 

CPU vCPU 使用率と vCPU数が表示される 

メモリ メモリ使用率とメモリ容量が表示される 

VMWare Tools VMware Tools の稼働状態が表示される 

登録日時 仮想マシンが作成された日時が表示される 

最終電源オン 仮想マシンの電源を最後に入れた日時が表示される 

最終電源オフ 仮想マシンの電源を最後に切った日時が表示される 

稼働時間 最後に仮想マシンの電源を入れた日時からの経過時間が表示される 

⑤メモ 

メモ(入力・表示スペー

ス) 

対象の仮想マシンに関連するメモ(テキスト情報)を保存、表示すること

ができる 

※このテキストから仮想マシンを検索することができる。 

更新 入力した内容で更新(保存)する 
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⑥登録・設定情報 

仮想マシン名 仮想マシンの名前が表示される 

CPU 仮想マシンの仮想 vCPU 数が表示される 

メモリ 仮想マシンの仮想メモリサイズが表示される 

ディスク 仮想マシンの仮想ディスクサイズが表示される 

※基本ディスクのディスクサイズ表示には、イメージのインポートによ

り作成した仮想マシン等、Desktop Data Cente から選択できないサイズ

の場合、実際の値が反映されます。 

初期ユーザ 仮想マシン作成時に指定した初期ユーザ 

初期パスワード 初期ユーザのパスワード 

※アイコンをクリックしてパスワードの表示/非表示を一時的に切り替

えることができます。(デフォルト非表示) 

(仮想マシン作成後の初期ユーザ、パスワードの変更は、この表示には反

映されません) 

オプション 以下に該当する仮想マシンで、アイコンが表示される。 

表示 理由 

 

編集ロックが設定されている 

 

バックアップ領域が割り当てられている 

 

カスタムテンプレート元になっている 

 

グローバルマップ グローバルマップ設定の“あり”/ “なし”が表示される 

グローバルアドレス グローバルマップを設定している場合には、グローバル IPアドレスが表

示される。 

ネットワーク情報 仮想ネットワークアダプタの MAC アドレスと、接続先ネットワークセグ

メント、IPアドレスが表示される。 

HotAdd HotAdd 機能の“有効”/ “無効”が表示される 

※HotAdd機能が有効になっていないお客様識別子(プレフィックス)の仮

想マシンでは、「HotAdd」の項目は表示されません。 

OS テンプレート 仮想マシン作成時に選択された OSテンプレート名が表示される 

ホスト名 ゲスト OS内で設定したホスト名(コンピュータ名)が表示される。 

※VMware Toolsがインストールされていない、もしくは正常に動作して

いない場合には、取得ができないため表示されません。 
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仮想マシンの編集 仮想マシンを編集する 

 

仮想マシンの削除 仮想マシンを削除する 

 

⑦稼働グラフ 

CPU 使用率 仮想マシンの vCPU使用率の推移がグラフ表示されます。 

メモリ使用率 仮想マシンのメモリ使用率の推移がグラフ表示されます。 

※vCPU使用率、メモリ使用率とも、表示する期間を Day/Week/Month/Year

からタブで選択することができます。 
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6.3. 仮想マシンの起動／停止／再起動 

 

（１） 「サーバーリスト」で対象のマシン名を押下し、「仮想マシン情報」画面を表示し

ます。 

 

 

（２） 下記の「仮想マシン情報」画面において、次の「仮想マシンの起動／停止／再起

動」項目説明一覧を参照して、該当するボタンを押下します。 

 

 

 

「仮想マシンの起動／停止／再起動」項目説明一覧 

電源 ON 仮想マシンの電源を ONにする。 

※ボタン押下後に表示されるダイアログで、「BIOS セットアップ」

にチェックを入れると、BIOS 設定画面を表示させることができま

す。 

電源 OFF 仮想マシンの電源を OFFにする。 

※強制電源 OFF と同様の機能。 

リセット 仮想マシンをリセットする。 

※強制再起動と同様の機能。 

シャットダウン 仮想マシンをシャットダウンする。 

※VMware Tools が正常動作時に有効。通常はこちらを利用。 

再起動 仮想マシンを再起動する。 

※VMware Tools が正常動作時に有効。通常はこちらを利用。 

クローン 仮想マシンのクローン（コピー）を作成する。 

※VMware Tools が正常動作時有効 
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『6.5 仮想マシンのクローン作成』参照のこと。 

データセンター間クローン データセンター間で仮想マシンのクローン（コピー）を作成する。 

テンプレ作成 カスタムテンプレートを作成する。 

コンソール リモートコンソール操作画面を表示する。 

※VMware Tools が正常動作時有効。 
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6.4. 仮想マシンの編集 

 

作成した仮想マシンの名前やスペックは、「仮想マシンの編集」画面で、あとから編集(変更)

ができます。 

 

Desktop Data Center で変更可能な項目 

項目 電源オン状態 電源オフ状態 

仮想マシン名 ☓ ○ 

CPU 数  

 増やす △  

減らす ☓ ○ 

メモリサイズ   

 増やす △ ○ 

減らす ☓ ○ 

追加ディスク(※1) (拡張ディスクの追加と削除) 

 追加 △ ○ 

削除 ☓ ○ 

プライベートネットワーク (仮想ネットワークアダプタ(NIC)の追加と削除を行うことで、

仮想マシンの接続するプライベートセグメントを変更できま

す。) 

(※2) 追加 ☓ ○ 

削除 ☓ ○ 

グローバルマップ(※3) ☓ ○ 

グローバルアドレス ☓ ○ 

 

➢ △印は、HotAdd が有効な場合に限って、電源オン状態でも可能な項目です。 

 

➢ ご利用 OS により、HotAdd 機能がサポートされていない場合があります。HotAdd 機能

の詳細、制約事項については、このあとの「HotAdd 機能」を参照してください。 

 

➢ 仮想マシンに編集ロックの設定がされている場合には、Desktop Data Center で仮想マ

シンの編集はできません。 

 

※1 拡張ディスクの新規追加と削除の操作は一度に１台ずつで、最大 2 台まで増やすこと

が出来ます。 
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※2 仮想マシンから特定の NIC を削除した場合でも、再度同じプライベートセグメントに

接続する NIC を追加することができますが、このときに MAC アドレスが変わる場合

がありますので、ご留意ください。 

 

※3 既存仮想マシンの編集時は、Fortigate のグローバルマップに関する設定は自動で行わ

れません。手動で設定を変更してください。 
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（１） 「サーバーリスト」で、対象のマシン名を押下し、「サーバー情報」画面を表示

します。 

 

 

（２） 仮想マシンを停止する必要のある編集を行う場合には、「サーバー情報」画面で、

“シャットダウン”ボタンを押下し、仮想マシンを停止します。 

 

 

※電源オン状態で変更が可能な項目の場合には、“シャットダウン”の操作は必

要ありません。 
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（３） 「サーバー情報」画面で、“仮想マシンの編集”ボタンを押下し、「仮想マシンの

編集」画面を表示します。 

 

 

※Desktop Data Center で編集可能なスペックではない仮想マシンには、編集

ロックの設定がされています。編集ロックのアイコンが表示されている仮想

マシンは、お客様側での編集ができませんので、サポートセンターにご依頼

ください。 

(2016 年 8 月 19 日以前に作成・編集された、スペックが 8vCPU/16GB メモリ

以上の仮想マシン、そのほか標準仕様ではないディスク構成、ネットワーク

アダプタをもつ仮想マシンが該当します。） 
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（４） 「仮想マシンの編集」画面で、当マニュアルの『6.1仮想マシンの作成』を参

照して仮想マシンの設定を編集し、“次へ”ボタンを押下します。 

 

※操作は 1度に 1台のみ可能です。 

 

（５）入力内容を確認して、“次へ”ボタンを押下します。 
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（６）「サーバー情報」画面で、“電源 ON”ボタンを押下し、仮想マシンを起動します。 

 

 

 

※拡張ディスク削除時の注意点 

拡張ディスクは仮想マシン上で SCSI HDD として認識され、ユニークな ID [scsi-id] が

割り当てられます。 

拡張ディスクを削除する際は仮想マシン上で削除対象ディスクの scsi-idをご確認の上、

Desktop Data Center の拡張ディスク一覧にて表示される scsi-id と必ずマッチングを行

ってください。 

※各 OSでの scsi-id 確認方法は、各 OSのヘルプ等をご参照下さい。 

  



37 
 Confidential 

 

HotAdd機能について 

仮想マシンのスペック変更は、vCPU/メモリの追加とディスクの増設については

HotAdd機能を使うことで電源オン状態でも可能です。但し、電源オン状態で vCPU/メ

モリ/ディスクを減らすことはできません。この場合には、電源オフ状態での作業が

必要です。 

 

※HotAdd 機能を使うには予め、ご契約のお客様識別子毎 および、仮想マシン毎に

HotAdd 機能を有効にしておく必要があります。なお、一度有効にすると無効にはで

きません。 

※ご利用 OS により、HotAdd 機能がサポートされていない場合があります。最新の対

応状況は下記のサイトにてご確認下さい。 

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=so

ftware&testConfig=16 

検索条件の画面で、Product Nameは ESXi を選択し、Product Rlease Versionは ESXi5.0U2 を

選択してください。 

 

【ご注意事項】 

HotAdd 機能を使ったスペック変更は、ご利用の OS や変更後のスペックにより、変

更時に動作が不安定になる場合もありますので、事前に動作検証をしたうえで実施

してください。 

 

お客様識別子毎の有効/無効状態 

お客様の操作でお客様識別子毎に HotAdd機能を有効にすることはできません。 

<直販のお客様> 

予めお客様識別子毎の HotAdd機能が有効になっています。 

 

<OEMパートナー様経由でご利用のお客様> 

初期状態で、お客様識別子毎の HotAdd 機能は無効になっています。有効化を希望される場合

には、弊社へのお申し込みが必要です。 

仮想マシン毎の有効/無効状態 

お客様識別子毎の HotAdd機能が有効な場合、新規に作成される仮想マシンの HotAdd機能は有

効になります。 

お客様識別子毎の HotAdd機能が無効な場合、新規に作成される仮想マシンの HotAdd機能は無

効になります。但し、仮想マシン作成後にお客様識別子毎の HotAdd機能を有効にした場合、以

前に作成された仮想マシンについても、お客様の操作で仮想マシン毎に HotAdd 機能を有効に

することができます。 
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※2016 年 8 月 19 日以前に作成された仮想マシンは、すべて HotAdd 機能が無効になっていま

す。必要に応じて、電源オフ状態にしてから「仮想マシンの編集」で HotAdd機能を有効にし

てください。 

 

 

 

 

※HotAdd機能を一度有効にした仮想マシンは、HotAdd機能を無効に戻すことはできません。 

 

※HotAdd 機能が有効になっている仮想マシンは、「仮想マシン情報確認」画面で確認ができま

す。 

 

<HotAdd機能が有効になっている仮想マシン> 

 

 

 

<HotAdd機能が無効になっている仮想マシン> 
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※HotAdd 機能が有効になっていないお客様識別子の仮想マシンでは、「HotAdd」の項目は表示

されません。 

 

 

 

  



40 
 Confidential 

 

6.5. 仮想マシンの削除 

 

（１） 「サーバーリスト」で、対象のマシン名を押下し、「サーバー情報」画面を表示しま

す。 

 

 

（２） 「サーバー情報」画面で、“シャットダウン”ボタンを押下し、仮想マシンを停止し

ます。 

 

 

（３） 「仮想マシン情報確認」画面で、“仮想マシンの削除”ボタンを押下します。 
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（４） 以下の確認画面が表示されたら、“削除”ボタンを押下して仮想マシンを削除します。 
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6.6. 仮想マシンのクローン作成 

 

（１） 「サーバーリスト」で、対象のマシン名を押下し、「サーバー情報」画面を表示し

ます。 

 

 

（２） 「サーバー情報」画面で、“シャットダウン”ボタンを押下し、仮想マシンを停止

します。 

 

 

（３） 「仮想マシン情報確認」画面で、“クローン”ボタンを押下し、「仮想マシンのクロ

ーン」画面を表示します。 
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（４） 「仮想マシンのクローン」画面で、仮想マシン名を入力し、“次へ”ボタンを押下

して、確認画面を表示します。 

 

 

（５） 「仮想マシンのクローン」確認画面で仮想マシン名を確認し、“クローン作成”ボタ

ンを押下してクローンを作成します。 
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※クローンに失敗した場合には、ご登録のメールアドレス宛てにメールで通知さ

れます。 

※DDC で選択可能なスペックではない仮想マシンは、クローンを作成することがで

きません。選択可能なスペックは、“プレフィックスの情報”画面でご確認いた

だくことができます。 

  



45 
 Confidential 

 

6.7. 仮想マシンのデータセンター間クローン作成 

 

（１） 「サーバーリスト」で、対象のマシン名を押下し、「サーバー情報」画面を表示し

ます。 

 

 

（２） 「仮想マシン情報確認」画面で、“シャットダウン”ボタンを押下し、仮想マシン

を停止します。 

 

 

（３） 「仮想マシン情報確認」画面で、“データセンター間クローン”ボタンを押下し、

「仮想マシンの確認」画面を表示します。 
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（４） 「仮想マシンの確認」画面で、仮想マシン名を入力し、クローン先データセンター

を選択し、“次へ”ボタンを押下して、確認画面へ遷移します。 

 

 

（５） 「データセンター間クローン」確認画面で仮想マシン名とクローン先のデータセ

ンターを確認し、“クローン作成”ボタンを押下してクローンを作成します。 
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6.7. 仮想マシンのコンソール操作 

 

リモートコンソール機能(VMware Remote Console)を使うことで、クライアントコンピュ

ータから仮想マシンのコンソール画面に接続して、マウスやキーボードによる仮想マシン

の操作ができます。また、ISO イメージなどのクライアントデバイスを仮想マシンに接続す

ることも可能です。 

 

リモートコンソール機能を使うには、クライアントコンピュータでお使いのブラウザにプ

ラグインをインストールしてください。 

 

【ご注意事項】 

 

※リモートコンソール機能は、「1.1 対応ブラウザ」でのみご利用いただけます。Mac OS X、

Linux の環境からはご利用できません。 

 

※コンソール操作では Desktop Data Center サーバの 910～1199、11000～11099 番ポー

トを使用します。ご利用のネットワーク環境のファイアウォールでこれらのポートを使

った通信が許可されていない場合、コンソール機能を利用できません。 

 

※VMware Remote Console を、Desktop Data Center からダウンロードした当初のバー

ジョンからバージョンアップしないようにしてください。バージョンアップしてしまっ

た場合には、アインインストール後に再度インストールしてください。 
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（１）「サーバーリスト」で対象のマシン名を押下し、「サーバー情報」画面を表示します。 

 

 

（２）「サーバー情報」画面で、“コンソール”ボタンを押下し、コンソールを起動します。 

 

 

（３）コンソールの初回利用時には、クライアントのブラウザに、プラグインをインストー

ルする操作が必要となります。 

 

※以下は、Firefox でプラグインをインストールする操作手順です。 

 

１．プラグインがインストールされていない場合には、下記の画面が表示されます

ので、赤い枠の部分をクリックしインストール手順に進みます。 
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２．「許可」をクリックします。 

 

 

３．アドオンのインストールを確認する画面が表示されますので、「インストール」

をクリックします。 

 

 

４．「今すぐ再起動」をクリックします。 
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５．セキュリティ警告のダイアログ（Invalid Security Certificate)が表示され

ますので、「Ignore」ボタンをクリックします。 

 

 

６．コンソール画面が表示され、ウィンドウ内をクリックすると操作ができます。 

 

（Ctrl＋Altキーを押下し、コンソールからキーボードおよびマウスを開放で

きます。） 
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（４）コンソール操作終了時は、同時に表示されるポップアップウィンドウの“閉じる” 

ボタンを押下して終了します。 
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7. SSL-VPN の利用 

SSL-VPN は以下の用途で利用します。 

・ローカルセグメントへ接続する。 

・Fortigateの設定画面へログインする。 

 

Fortinet 社がサポートしている SSL-VPN を Web モードで利用する場合の対応ブラウザは以

下の通りとなります。 

 

オペレーティング・システム ウェブブラウザ 

Microsoft Windows 7 SP1 

Microsoft Windows 8 / 8.1 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Internet Explorer version 11 

Mozilla Firefox version 46 

Mac OS 10.11.1 Safari version 9 

Chrome version 56 

Linux CentOS version 6.5 Mozilla Firefox version 46 

 

※このほかのバージョンについては、動作する場合がありますが、サポート対象外です。 

 

※SSL-VPN機能の対応ブラウザは「1.1 対応ブラウザ」に記載のある Desktop Data Center

に対応するブラウザとは異なります。 

 

※FortiOS 5.6 においては、Desktop Data Center の“SSL-VPN”のリンクを押下して表示

される SSL-VPN ポータルの画面の Tunnel Mode ウィジットが廃止されています。SSL-VPN

ポータルの画面からは Web Mode で FortiGateに管理画面にすることができます。 

 

※Tunnel Mode で接続する場合には、SSL-VPNソフトウェア（FortiClient）をご利用くださ

い。FortiClient については、Windows 用のクライアントの SSL-VPN 接続機能のみをサポ

ート対象とさせていただきます。 

 

※SSL-VPN ソフトウェア（FortiClient）はフォーティネット社のサイトからダウンロード

ができます。以前のバージョン（4.x）が既にご利用のクライアントコンピュータにイン

ストールされている場合（プログラム一覧からご確認ください）には、そのままご利用い

ただくこともできますが、最新バージョン（メーカーによる動作保証バージョン）をご利

用いただくことを推奨します。 
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7.1. SSL-VPN 接続 

 

■SSL-VPN ポータルの画面から Web Mode で接続する手順 

 

（１） 「Desktop Data Center」画面で、“SSL-VPN”のリンクボタンを押下すると、「SSL-

VPN ログイン」画面が表示されます。 

 

 

（２） SSL-VPN Portal のログイン画面が表示されますので、「Name」に管理者アカウン

ト、「Password」に管理者パスワードを入力し、「Login」ボタンをクリックします。 

 

（３） SSL-VPN Portal 画面が表示されますので、「Quick Connection」をクリックしま

す。 
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（４） Quick Connection 画面が表示されますので、「URL」に Forti Gate の URLを入力

して、「Launch」をクリックします。 

 

※Forti Gate の URLは、Desktop Data Center の「Forti Gate」リンク先アドレ

スを参照するとことでも確認いただけます。 

 

 

（５） FortiGate のログイン画面が表示されます。 
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■FortiClient を使って Tunnel Modeで接続する手順 

 

1) 下記の URLにアクセスして、FortiClient のインストーラをダウンロードします。 

 

https://forticlient.com/downloads 

 

2) ダウンロードした FortiClient のインストーラを起動し、画面の指示に従いセットア

ップを進めます。（既にインストールされている場合には、Update の画面になります） 

 

 

3) 途中、「Choose Setup Type」の画面で「Secure Remote Access」にチェックを入れま

す。 
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4) セットアップ完了の画面で、「Finish」ボタンをクリックします。 

 

 

5) インストールされた FortiClient を起動します。初めて起動したときには、次のような

画面が表示されますので、「リモートアクセス」をクリックします。 
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6) 「VPN設定」をクリックして表示される「新規 VPN接続」の画面で下記項目を設定しま

す。 

 

 

 

 

VPN 「SSL-VPN」を選択 

接続名 （任意の接続名） 

説明 （任意の説明） 

リモート GW FortiGateの IPv4アドレス ※ 

※お客様に割り当てられた IPv4 アドレスブロックを x.y.z.m とした場合、x.y.z.m+2

になります。または、Desktop Data Centerの「SSL-VPN」タブのリンク先アドレスを

参照することでもご確認いただけます。 

ポートの編集 チェックを入れ、「10443」に書き換えます。 

クライアント証明書 （任意の接続名） 

説明 （任意の説明） 

認証 ユーザ名入力 

 

 

 

7) 設定内容を確認して、保存ボタンをクリックします。 

 

※設定画面を再び表示するには、画面右上の歯車のアイコンをクリックして、「接続の

編集」を選択します。 
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8) 接続画面で、ユーザ名とパスワードを入力します。 

 
 

ユーザ名 Fortigate 管理者アカウント 

パスワード Fortigate 管理者パスワード 

 

※Fortigate 管理者アカウントとパスワードは、設定完了通知書に記載されています。 

 

9) 「接続」ボタンを押して接続を開始します。 

 

※セキュリティの警告ダイアログが表示された場合には、「はい」をクリックします。 
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10) SSL-VPN接続が確立すると、次のような画面が表示されます。 

 

 

11) Desktop Data Center の 「FortiGate」タブをクリックして、FortiGate のログイン画

面が表示されることを確認します。 

 

12) SSL-VPN接続を切断するときには、「切断」ボタンをクリックします。 

 

※次回以降の接続時には、FortiClient を起動して、ユーザ名とパスワードを入力して

から、「接続」ボタンをクリックします。 
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8. FortiGate の操作 

FortiGate は、多くのセキュリティ機能を備えた統合ネットワークセキュリティアプライ

アンスです。本サービスにおいてお客様は、お客様毎に用意された VDOM (Virtual Domain) 

を操作対象とし、Web インターフェースを用いて FortiGate の各種設定・管理を行うこと

ができます。これにより、堅牢かつお客様ニーズに合わせたきめ細やかなネットワーク・セ

キュリティを実現することができます。 

 

FortiGate の各種設定は、Web ブラウザを利用して FortiGate の Web 管理画面(Web-Based 

Manager)にアクセスして管理します。 

 

8.1. FortiGate で提供される機能 

 

FortiGate で提供される主な機能を以下に挙げます。本マニュアルでは、各項目について具

体的に説明しますが、一部サポート対象外の項目が含まれます。これ以外の機能については、

オンラインヘルプを参考にしてください。 

 

・Security Profiles 

  -Firewall (ファイアウォールポリシー） 

  -Intrusion Prevention System (不正侵入検知/防御) ＊ 

  -Email filter (迷惑メールフィルタ) ＊ 

  -Antivirus (アンチウィルス) ＊＊ 

・Load Balancing (ロードバランス) 

・Logging and Reporting (接続状況／ログの閲覧) ＊＊ 

・SSL VPN 

・IPsec VPN＊ 

・Authentication (認証管理設定) ＊＊ 

 

＊印のついた項目は、本サービスにおいて基本的にサポート対象外です。メールでのお問合

せにつきましては、一般的な情報に限ってご案内を差し上げることができる場合もござい

ますので、個別にご相談ください。 

＊＊印の項目は、本マニュアルでは説明していません。 
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なお、Fortinet 社がサポートしている FortiGate WEB 管理画面の対応ブラウザは以下の通

りであり、この他のバージョンでもご利用いただける場合がありますが、サポート対象外と

なります。 

 

Microsoft Edge 38 

Mozilla Firefox version 54 

Google Chrome version 59 

Apple Safari version 9.1 (For Mac OS X) 

 

※FortiGateの各設定画面において、設定名称にマルチバイト文字(日本語を含む)の使用は

可能ですが、メーカー非推奨となっておりますので、ご留意ください。 
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8.2. FortiGate Web 管理画面へのアクセス 

 

13) 『7 SSL-VPN の利用』の手順を参照し、FortiGateに SSL-VPN接続します。 

 

※FortiClient を使って TunnelMode で SSL-VPN接続している場合には、Desktop Data 

Centerの「Fortigate」のリンクをクリックしてください。 

 

 

14) FortiGate のログイン画面で、“FortiGate 管理者アカウント”と“FortiGate管理者パ

スワード”を入力し、Loginボタンを押下します。 
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8.3. Security Profiles 

 

FortiGate のファイアーウォール機能の多くは、Firewall Policies に集約されています。

FortiGate を通過するトラフィックは、個々に分離された Policy に関連付けされて処理さ

れます。 

8.3.1. Firewall Policies (ファイアウォールポリシー)  

 

本サービスでは初期設定として、以下の Firewall Policy が設定されています。 

 

   ID  Source              Destination         Action    

   -------------------------------------------------------- 

   1   ssl.XXXX/all        VLAN-ooooDS/all     ACCEPT 

   2   ssl.XXXX/all        VLAN-oooo/all       ACCEPT 

   3   VLAN-oooo/all       VLAN-ooooDS/all     SSL-VPN 

 

    - XXXXは契約環境のお客様識別子、ooooは契約環境ごとに異なる番号 

    - ssl.XXXX は SSL-VPN トンネルモードクライアントと接続する仮想インタフェース 

    - VLAN-oooo はインターネット側インタフェース 

    - VLAN-ooooDSはプライマリ LANセグメント側インタフェース 

 

■Firewall objects の設定 

Firewall policies の設定を構成する下記要素は、予めそのプロパティを Firewall objects 

として定義しておくことで、Firewall Policy の設定において反復的に用いることがででき、

設定・変更管理が容易に行えるようになっています。 

 

Firewall objects 一覧 

Addresses IPアドレスを定義するオブジェクトです。通信の送

信元、宛先となる IPアドレスを予め定義しておき、

ファイアウォールポリシーの設定を行う際に選択し

ます。 

Address Groups 幾つかの Address オブジェクトをひとまとめにし

て Address Group オブジェクトとして定義するこ

とができます。このようにすることで、設定におい

て複数のアドレスの組み合わせを汎用的に使いたい

場合や、同じセキュリティポリシーを適用したい場
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合に、管理が容易になります。 

※異なる Network Interface に関連付けられた 

Address オブジェクトを 同じ Address Group オブ

ジェクトに含めることはできません。 

 

Virtual IPs(VIP) Virtual IP オブジェクトは一般的に、特定のグロー

バル IP アドレスを、特定のプライベート IP アドレ

スにマッピングするために用います。(Destination 

NAT 機能に相当) また、Port Forwarding オプショ

ンを有効にすることで、特定のポート宛ての通信の

みに適用したり、宛先ポート番号を変換することが

できます。 

 

※通常、内から外への通信の際に、送信元 IPアドレ

スであるプライベート IPアドレスは、FortiGate の

インターネット側インターフェースに割り当てられ

た IP アドレスに変換されますが、Port Forwarding 

を有効にしていない場合には、VIP で設定されてい

るプライベート IPは、同じ VIP で設定しているグロ

ーバル IPアドレスに変換されます。 

 

Virtual IP groups Virtual IP オブジェクトもまた、ひとまとめにして 

Virtual IP group オブジェクトとして定義してお

くことができます。複数のセキュリティポリシーに

同じ Virtual IP groups が適用されている場合、

Virtual IP groups の設定を変更するだけで、複数

のセキュリティポリシーの設定に反映することがで

きるようになります。 

 

IP pools IP pools は、FortiGate Firewallの内側(ローカル)

にあるホストが外部(インターネット)のホストとの

通信の際に、NAT(Source NAT)を使うための仕組みで

す。一つの IP pool には、このセッションにおいて

送信元 IP アドレスとして使う 1 個もしくは範囲の

IPアドレスを指定することができ、FortiGate のイ

ンターネット側インターフェースに割り当てられた
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IPアドレスの代替として使われます。 

Services and Service Ports HTTP、FTP、SMTPなどインターネットで使われるサー

ビスをプロトコルとポート番号の組み合わせで定義

するオブジェクトです。この定義を使用して 

FortiGate を通過するトラフィックのサービスを識

別し、合致するファイアウォールポリシーが適用さ

れます。一般的によく使われるサービス(HTTP、FTP、

SMTP など）は予め定義されていますが、これらを編

集したり新規に作成することもできます。 

 

Firewall Objects は、以下の手順で設定します。(Address Object の場合) 

 

（１） FortiGate にログインし、メニュー一覧から、Policy & Objects ＞ Addresses に

移動し、「Create New」をクリックして「Address」を選択します。 

 

（２） New Address 画面が表示されますので、必要な項目を入力し、OK ボタンをクリッ

クして設定を反映します。 
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■Firewall Policy の設定 

 

（１） FortiGate にログインし、メニュー一覧から、Policy & Objects ＞ IPv4 Policy

に移動します。 

 

 

 

（２） 表示された画面で、Create New アイコンをクリックします。 
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（３） 「New Policy」画面で、下記の Firewall設定項目一覧を参照して必要項目を入力

します。 

 

 

Firewall 設定項目一覧 

Incoming Interface    外から内への通信を許可するときはグローバル側の

VLAN インタフェース (VMNET-oooo) を指定する。内

から外への通信を許可するときはプライベート側の

VLAN インタフェース (VLAN-ooooDS) を選択する。 

Source Address                

 

外から内への通信を許可するときは all または

Policy & Objects→Objects→Addressesで設定した

グローバル アドレスを選択する。内から外への通信

を許可するときは all または Policy & Objects→

Objects→Addresses で設定したプライベート アド

レスを選択する。 

 Source User(s) 必須の設定項目ではありません。通常は設定の必要が

ありません。 Source Device Type 

Outgoing Interface 外から内への通信を許可するときはプライベート側

の VLAN インタフェース (VMNET- ooooDS) を指定す

る。内から外への通信を許可するときはグローバル側

の VLAN インタフェース (VLAN-oooo) を選択する。 

Destination Address      外から内への通信を許可するときは Virtual IP で設
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定したグローバル IPとプライベート IPのマッピング

を選択する。内から外への通信を許可するときは all

または Policy & Objects→Objects→Addressesで設

定したグローバル アドレスを選択する。 

Schedule              always を選択する。 

Service  ALLを選択するか、許可するサービスを選択する。右

側の⊕アイコンを押すと複数のサービスを選択するこ

とができる。サービスを複数選択しているときは各サ

ービスのテキスト ボックス右端の✘を押すとそのサ

ービスの選択が解除される。 

Action ACCEPT を選択する。 

Firewall /Network Options 

NAT 

内から外への通信を許可するときは ON にする。 

※サーバ乗っ取り被害を防ぐために、特に ssh 接続については接続元 IPアドレスの限定や

ポート番号の変更などでセキュリティの強化を行っていただきますようお願いいたします。 

 

（４） OK ボタンをクリックして設定を反映します。 
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8.3.2. Virtual IP (スタティック NAT) 

 

Virtual IP オブジェクトを使い、特定のグローバル IP アドレスを、特定のプライベート IP

アドレスにマッピングすることができます。(スタティック NAT、Destination NAT 機能に

相当) 

 

（１） FortiGate にログインし、Policy ＆ Objects  ＞ Virtual IPs に移動して 

「Create New」 ＞ 「Virtual IP」をクリックします。 

 

 

（２） New Virtual IP 画面で、下記の Virtual IP 設定項目一覧を参照して必要項目を

入力します。 
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Virtual IP 設定項目一覧 

VIP Type IPv4 VIP を選択する 

Name スタティック NAT の設定名を入力する 

Comments コメントを入力する 

Interface                  

 

グローバル側 VLAN インタフェース (末尾に DS が付

かない)を選択する 

Source Address Filter チェックボックスをチェックしない 

External IP Address/Range  

 

グローバル IPを入力する 

 

Mapped IP Address/Range   

 

プライベート IP を入力する 

 

Port Forwarding 

 

ポートフォワーディングの設定をおこなう場合にチ

ェックする。 

 

（３） OK ボタンをクリックして、設定内容を反映します。 
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8.3.3. Intrusion protection (不正侵入検知/防御) 

 

不正侵入検知/防御機能(IPS)は、該当の IPS シグネチャが含まれる IPS センサーを、IPS 機

能を有効にしたいセキュリティポリシーに適用していただくことで、ご利用いただくこと

ができます。 

 

IPS センサーの設定において、IPS センサーに組み込みたい IPS シグネチャを、個別もし

くは特定の抽出条件を定義したフィルタとして登録してください。既に定義済みのフィル

タに一致する IPS シグネチャは、自動的にセンサーに組み込まれます。ただし、この場合

でも、IPS シグネチャのデフォルトのアクションがブロック以外（モニタや、通過など）で

すと、ブロック対象とはなりません。 

 

特定の IPS シグネチャの検知時の動作を変更する場合には、設定が必要です。 

 

なお、お客様のサービスに必要な通信がブロックされてしまうことのないよう、設定の検討

ならびに操作は慎重に行っていただけますよう、お願いいたします。また、可能な限り通信

に影響の少ない時間帯での有効化を推奨いたします。 

 

FortiGate の IPS 機能を利用するための具体的な操作手順は以下のとおりです。 

 

 

■IPS センサーの確認・編集 

（１） FortiGate にログインし、Security Profiles ＞ Intrusion Protection  に移動

します。 
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（２） 表示された Edit IPS Sensor 画面の右上にあるプルダウンメニューから操作対

象のセンサーを選択します。(新規に IPS センサーを作成する場合には、Create 

New ボタンをクリックしてください) 

 

 

（３） 対象のセンサーに登録されているフィルタの一覧が表示されますので、操作対象

のフィルタを選択し、Edit ボタンをクリックします。 
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（４） 表示された Edit IPS Filter 画面で、該当フィルタに設定されている IPS シグネ

チャ抽出条件を確認します。 

 

 

IPS シグネチャには予め、個々に下記項目についての属性が定義されています。IPS Filter

では、この属性をもとに IPS シグネチャを抽出(フィルタ）する条件を定義することができ

ます。 

・重要度 

・ターゲット 

・OS 

・プロトコル ※ 

・アプリケーション ※ 

※Filter Options を Advanced にすることで表示・設定できる項目です。 

一度抽出条件(フィルタ）を定義しておくと、FortiGuard からリリースされる IPS シグネ

チャのうち、フィルタに該当するシグネチャを自動的に IPS Sensor に組み込むことができ

ます。 

 

（５） Edit IPS Filter の編集内容を保存するには、「Save Filters」ボタンをクリックし

ます。 
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（６） IPS Filter 画面の Action を右クリックして、該当の IPS フィルタにマッチした

場合の、動作を設定します。 

 

 

※IPS シグネチャには、予めデフォルトのアクションが定義されています。Action で 

Signature Default を選択した場合には、IPS シグネチャに予め定義されている動作と

なります。 

 

※Edit IPS Filter 画面に表示されている IPS シグネチャ一覧の Default 列は、IPS シグ

ネチャにあらかじめ定義されているアクションであり、実際の動作（Action で設定して

いる内容）を反映したものではない点にご注意ください。 

 

※この画面で、安易に「すべてブロック」を選択しないようご注意ください。（シグネチ

ャにマッチしてもブロックすることが推奨されていない場合もあります。ブロックによ

り、お客様のサービスに影響が及ぶことがあります。） 

 

（７） IPS Sensor の編集内容を保存する場合には、「Apply」ボタンをクリックします。 

 

 

  



75 
 Confidential 

 

■シグネチャの個別設定 (シグネチャオーバーライド) 

 

（１） Edit IPS Sensor 画面の IPS Signatures セクションにある、Add Signature ボ

タンをクリックします。 

 

 

（２） Add Signatures 画面で、検索フィールドに検索キーワードを入力するか、条件

を指定して抽出し、対象のシグネチャを選択します。 

 

 

（３） Use Selected Signatures ボタンをクリックします。 
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（４） IPS Signatures に、選択したシグネチャが追加されたことを確認します。 

 

 

（５） 対象のシグネチャの Action を右クリックし、該当の IPS シグネチャにマッチし

た場合の、動作を設定します。 

 

 

（６） 選択した動作が Action に表示されていることを確認します。 
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（７） 編集内容を反映する場合には、Apply ボタンをクリックします。 

 

 

 

■IPS センサーをセキュリティポリシーに適用 

 

（１） FortiGate にログインし、Policy ＆ Objects ＞ IPv4 Policy に移動します。 

 

 

（２） IPS センサーを適用するセキュリティポリシーを選択し、Edit ボタンをクリック

します。 
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（３） Security Profiles の項目で、IPS を ON にし、設定済みの IPS センサーを選択し

ます。 

 

 

（４） OK ボタンをクリックします。 
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8.3.4. Email Filter (迷惑メールフィルタ) 

 

■Email Filter の概要 

Email Filter は、不特定多数に送信される広告メールやスパムメールなど、いわゆる迷惑

メールを機械的に検知・特定してフィルタする機能です。また、ユーザが定義した任意の文

字列が含まれるメールを検知するようにすることもできます。 

迷惑メールの判定には、フィルタリングツールの設定に加え、メール送信者が使う IP アド

レスのレピュテーションデータベースやシグネチャデータベースを参照した評価が合わせ

て用いられます。 

 

FortiGate では目的に応じて、以下のフィルタを組み合わせた設定を行うことができます。 

 

フィルタ一覧 

Black white list 

(ブラック/ホワイトリスト) 

ユーザが独自に定義できる送信元 IP、メールアドレス

のリスト 

Banned word check 

(禁止ワードチェック) 

ユーザが独自に編集できるメールに含まれる禁止ワ

ードのリスト 

DNS-based Blackhole List 

(DNSベースブラックリスト) 

サード・パーティによって更新されるスパムメール送

信に使われる可能性のある IPアドレスリスト 

FortiGuard アンチスパムサービ

ス 

FortiGate 社が収集したスパム情報をもとに随時アッ

プデートされる IP、URL、チェックサム等を用いたレ

ピューテーションデータベース 

Trusted IP Addresses 信頼できる(FortiGate によって生成された)IP アド

レスのリスト 

MIME header MIME ヘッダ参照によるチェック 

HELO DNS lookup SMTP セッションにおける HELO コマンドで宣言される

ドメインを DNS 参照して実在性をチェック 

Return email DNS check reply-to ヘッダに含まれるメールアドレスのドメイ

ンを DNS参照して実在性をチェック 

 

上記フィルタの適用順序は、メールプロトコルに依存します。クリアと判定されたメールは

以降のフィルタが適用されません。逆に迷惑メール(リジェクトの対象)と判定をされたメー

ルはセッションがドロップされ、代替メッセージとして設定されたメールに置き換わって

配送されます。 
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➢ SMTP、SMTPS におけるフィルタ適用順序 

① ラストホップのメールサーバの IP アドレスをブラック/ホワイトリストと比較してチ

ェックします。 

② ラストホップのメールサーバの IPアドレスを DNSBL、FortiGuard アンチスパムサービ

スに照会してチェックします。 

③ MIMEヘッダチェック、メールアドレスをブラック/ホワイトリストと比較してチェック

します。 

④ メールの件名に禁止ワードが含まれていないかをチェックします。 

⑤ Received ヘッダから抽出した IPアドレスについてブラック/ホワイトリストと比較し

てチェックします。 

⑥ メールの本文に禁止ワードが含まれていないかをチェックします。 

⑦ 返信メールアドレスの DNS のチェック、メールのチェックサムと本文に含まれる URLを

FortiGuardアンチスパムサービスに照会、ヘッダから抽出した IPアドレスを DNSBL と

ORDBLに照会してチェックします。 

 

➢ IMAP、POP3、IMAPS、POP3S におけるフィルタ適用順序 

① MIMEヘッダチェック、メールアドレスをブラック/ホワイトリストと比較してチェック

します。 

② メールの件名に禁止ワードが含まれていないかをチェックします。 

③ IP アドレスをブラック/ホワイトリストと比較してチェックします。 

④ メールの本文に禁止ワードが含まれていないかをチェックします。 

⑤ 返信メールアドレスの DNS のチェック、メールのチェックサムと本文に含まれる URL

を FortiGuard アンチスパムサービスに照会、IP アドレスを DNSBL と ORDBL に照会し

てチェックします。 

※POP3S、IMAPS、SMTPS については、SSL/SSH インスペクションが有効の場合のみ

適用されます。 

 

迷惑メール判定された場合のアクションは、以下から選択できます。 

 

迷惑メール判定された場合のアクション 

Discard 迷惑メール判定されたメールは削除されます。(送信者、受信者への通

知はされません) 

Pass 何もせずに通過させます。 

Tag 迷惑メール判定されたメールは、ヘッダに迷惑であることを示すラベ

ルが付与されて通常どおり配送されます。ラベルに使われる文字列と

ヘッダは任意に設定ができます。 
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■Email Filter の設定手順 

 

（１） FortiGate にログインし、Security Profiles ＞ Anti-Spam に移動します。 

 

 

（２） 新規にフィルタ設定を作成する場合には、画面右上の Create New アイコンをクリ

ックします。(もしくは、List アイコンをクリックして表示される画面で Create 

New アイコンをクリックします) 
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（３） 既存のフィルタ設定を編集する場合には、画面右上の List アイコンをクリックし

て表示される画面で 編集する対象のフィルタを選択して Edit アイコンをクリッ

クします。 

 

 

（４） 「AntiSpam Profile」 画面が表示されますので、必要とする設定内容を入力・選択

します。 

 

Anti Spam Profile 設定項目一覧 

Name 設定につける任意の名前 

Comments このフィルタを説明する任意のテキスト 

Inspection Mode Proxy もしくは Flow-based のいずれかを選択する 

Enable Spam 

Detection and 

Filtering 

このフィルタを有効にする場合にはチェックを入れる 

Spam Action 迷惑メール判定された場合のアクションを選択する 

※プロトコルにより選択できるアクションが異なります 

Tag Location 

Subject 

アクションで Tag を選んだ場合には、ラベルを付ける場所を指

定する 

 

 Subject タグは件名に挿入される 
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MIME タグは MIMEヘッダに挿入される 

Tag Format 挿入するタグの形式 

FortiGuard Spam 

Filtering: 

FortiGuard アンチスパムサービスを利用する以下の選択肢の中

から必要なものにチェックを入れる 

 

・ IP Address Check 

・ URL Check 

・ Detect Phishing URLs in Email 

・ Email Checksum Check 

・ Spam Submission 

Local Spam Filtering FortiGuard アンチスパムサービスを利用しない(ローカルで行

われる)以下の選択肢の中から必要なものにチェックを入れる 

 

・ HELO DNS Lookup 

・ Return Email DNS Check 

・ Black White List 

  

 

 

（５） OK ボタン(編集の場合には Apply ボタン)を押して、設定内容を確定します。 
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Anti Spam プロファイルを実際の通信に適用するには、作成したプロファイルを Security 

Policy 設定の中で選択する必要があります。 

 

（１） FortiGate にログインし、Policy ＆ Object ＞ IPv4 Policy に移動します。 

 

 

（２） 対象のセキュリティポリシーを選択し、Edit ボタンをクリックします。 

 

 

（３） Security Profiles の項目で、Anti-Spam を ON にし、設定済みの Email Filter プロフ

ァイルを選択します。 
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（４） OK ボタンをクリックします。 
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8.4. Load Balancing (ロードバランス) 

 

（１） FortiGate にログインし、Policy & Objects ＞ Health Check に移動します。 

 

 

（２） 表示された画面で、Create New アイコンをクリックします。 
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（３） 「New Health Check Monitor」画面で、下記の「Health Check」設定項目一覧を

参照して必要項目を入力し、OK ボタンをクリックします。 

 

 

Health Check 設定項目一覧 

Name  Health Check 設定名を入力する。 

Type  TCP、HTTP、PING から選択する。 

Port ポート番号を入力する。 

Interval Health Check の間隔を秒単位で入力する。 

Timeout Health Check を失敗したと判断するまでの間隔を入

力する。 

Retry Health Check で失敗して、アクセスできないと判断

するまでの再試行回数を入力する。  

 

（４） Virtual Serversメニューを選択して表示される画面で、Create Newアイコンを

クリックします。 
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（５） 「New Virtual Server」画面で、下記の「Virtual Server」設定項目一覧を参照

して必要項目を入力します。 

 

 

Virtual Server 設定項目一覧 

Name  New Virtual Serverの設定名を入力する。 

Type  HTTP、HTTPS、SSL、TCP、UDP、IPから選択する。 

Interface  

   

グローバル側 VLAN インタフェース (末尾に DS が付

かない)を選択する。 

Virtual Server IP   グローバル IPを入力する。 

Virtual Server Port  ポート番号を入力する。 

Load Balance 

Method 

Source IP 

Hash 

同じ送信元アドレスは、常に同じ Real Server にア

クセス 

する。  

Round 

Robin 

Real Serverに対して順番にアクセスする。  

Weighted Real Server に重み付けをして、重み付けの割合に応

じてアクセスする。 

First 

Alive 

Real Server の設定の順番に沿って、常に 1 番目にア

クセスする。 

Least RTT RTT（Round Trip Time）が最短の Real Server を選
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（６） 「Create New」ボタンをクリックします。 

 

 

  

択してアクセスする。 

Least 

Session 

Session 数が少ない Real Server を選択してアクセ

スする。 

 

HTTP Host URL を設定する。 

Persistence  None（ステートレスなプロトコルなら None で可）。  

HTTP Multiplexing  必要に応じて選択する。 

SSL Offloading  Type(https、SSL)により設定可。 

Certificate  Type により設定可。 

Health Check Available  前項で設定した Health Check を選択する。 

Comments コメントを入力する。 
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（７） 「New Real Server」画面で、下記の「Real Server」設定項目一覧を参照して必

要項目を入力して、OK ボタンをクリックします。 

 

 

※この設定をロードバランスする台数分おこないます。 

Real Server 設定項目一覧 

IP Address  仮想マシンのプライベート IPを入力する。 

Port  ポート番号を入力する。 

Max Connections   最大コネクション数（1 から 99999 までの範囲、0は

無制限） を入力する。 

HTTP Host HTTP Host:ヘッダに現れるホスト名を設定する。 

Mode  Active を選択する。 

 

（８） New Virtual Serverの画面で、「OK」ボタンをクリックします。 
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8.5. IPsec VPN 

 

FortiGate の IPsec VPN 機能を設定することで、異なる VDOM(お客様識別子)のローカル

セグメント間で IPsec VPN トンネルを使ったセキュアな通信ができるようになります。 

 

IPsec VPN 設定 

 

（１） FortiGate にログインし、VPN ＞ IPsec Wizard に移動します。 

 

（２） VPN Creation Wizard の VPN Setup 画面が表示されますので、IPsec VPN トンネル

設定につける任意の名前を Name に入力し、「Template Type」で"Site to Site "、「Remote 

Device Type」で"FortiGate"を選択して、Next ボタンをクリックします。 

 

  



93 
 Confidential 

 

（３） Authentication 画面が表示されますので必要な項目を設定します。 

 

 

Remote Device IP Address 

IP Address 対向する VDOM の FortiGate IP アドレス 

Outgoing Interface インターネット側インターフェース(自動選択) 

Authentication Method Pre-shared Key を選択する 

Pre-shared Key 事前共有鍵を入力する 

 

 

（４） Policy & Routing 画面が表示されますので必要な項目を設定し、Create ボタンをク

リックします。 

 

 

Local Interface ローカルセグメントのインターフェースを選択する 

Local Subnets ローカルセグメントのネットワーク・アドレス 

Remote Subnets 対向 VDOM 側のローカルセグメントのネットワーク・

アドレス 
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（５） VPN Creation Wizard のセットアップ完了画面が表示されますので、「Show Tunnel 

List」ボタンをクリックします。 

 

 

（６） VPN ＞ IPsec Tunnels に遷移して、Tunnel List 画面に設定が追加されていること

を確認します。 

 

 

（７） VPN ＞ Monitor > IPsec Monitor に移動して表示される画面で、設定した IPsec VPN

トンネルの Status を確認し、Down(切断中)となっている場合には、右クリックして Bring 

Up を選択します。 
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（８） Status が Up(接続中)に変わったことを確認し、対向する VDOM の FortiGate でも

同様に Up になっていることを確認します。 
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9. カスタムテンプレート 

作成・カスタマイズした仮想マシンのイメージをカスタムテンプレートとして保存してお

くと、仮想マシン作成時にテンプレートとして選択できるようになります。また、カスタム

テンプレートは、他のお客様識別子に公開することもできます。 

 

 

9.1. カスタムテンプレートを作成する 

 

元となる仮想マシンを選択して、カスタムテンプレートを作成します。 

 

【ご注意事項】 

➢ 以下の仮想マシンは、カスタムテンプレートにできません。 

・ バックアップ・ディスクが付いている(バックアップ領域割当) 

・ 編集ロックがかかっている 

・ ライセンスを必要とする ゲスト OS(Windows、Redhat 等)  

 

➢ カスタムテンプレートの作成には、所定の審査があります。サービス仕様上の条件を満

たしていない場合や、公開先が適切でないなどの理由で、当社が作成を制限させていた

だくことがあります。 

 

➢ カスタムテンプレートの作成から審査の完了までの間、元となる仮想マシンは、以下の

操作が制限されます。 

・ 電源 ON/OFF 

・ リセット/シャットダウン/再起動 

・ データセンター間クローン 

・ 編集 

・ 削除 

 

➢ カスタムテンプレートには、元となる仮想マシン内のデータがすべてコピーされます。 

セキュリティ上の理由から /tmp フォルダ、/var/log/ 以下のログ、シェルの history 

情報など公開の必要がないファイルは、予め削除してください。 

 

➢ アカウント情報も引き継がれますので、ログイン可能なユーザは必要最低限にしてく

ださい。 
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（１）Desktop Data Center に管理者権限でログインします。 

 

（２）ナビゲーションメニューの「ダッシュボード」を選択します。 

 

 

（３）カスタムテンプレートにする仮想マシンを選択します。 

 

 

（４）「テンプレ作成」を押下します。 
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（５）「カスタムテンプレートの作成」画面で、次の「カスタムテンプレートの作成」

項目説明一覧を参照して必要項目を入力し、"次へ"ボタンを押下します。 

 

 

「カスタムテンプレートの作成」項目説明一覧 

テンプレート名  カスタムテンプレートを識別できる名前を入力しま

す。入力できる文字種は、アルファベットと日本語、

記号(丸カッコ、ピリオド、ハイフン、およびスペース)

です。カスタムテンプレート作成後も変更ができま

す。 

初期ユーザ名  カスタムテンプレートを使って作成した仮想マシン

にログインすることのできるユーザ名を入力します。 

※ここで入力したユーザアカウントは、テンプレート

の元の仮想マシンに自動では作成されません。予めカ

スタムテンプレートの元になる仮想マシンに該当の

ユーザアカウントを作成しておく必要があります。 

初期パスワード 仮想マシンにログインすることのできる上記ユーザ

名のパスワードを入力します。 

バージョン カスタムテンプレートを管理するための任意のバー

ジョン番号を入力します。デフォルトでは 1.0.0 に
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なります。 

公開先 カスタムテンプレートを公開する対象先のお客様識

別子を入力します。カンマ区切りで複数の識別子を指

定する事が出来ます。お客様自身の識別子のみを入力

した場合、このテンプレートが他のお客様に公開され

ることはありません。 

提供者 顧客情報設定画面の「お客様名」が適用されます。こ

の項目の変更はできません。 

 

説明 カスタムテンプレートを説明するテキストを入力し

てください。 

 

要件 このカスタムテンプレートを使って作成する仮想マ

シンに対する要件を入力してください。例えば “vCPU

個数は 2個以上、メモリ 2G以上”など、ユーザがわ

かりいやすいような形で入力してください。 

 

 

（６）入力が終わりましたら、"次へ"ボタンを押下します。 

 

 

（７）入力確認画面が表示されるので、入力内容を確認して、"テンプレ作成"ボタンを

押下します。 
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（８）テンプレート申請完了の画面が表示されるので、"閉じる"ボタンを押下します。 

 

 

（９）カスタムテンプレートの申請を行うと、「登録・設定情報」の項目に、「カスタム

テンプレートの作成を申請中のため、操作が制限されています」というメッセ

ージが表示されます。また、オプションにカスタムテンプレート元の仮想マシ

ンであることを示すアイコンが表示されます。 

 

 

（１０）"テンプレ管理"ボタンを押すと、「テンプレート管理」画面に移動できます。

「テンプレート管理」の詳細は、「9.3カスタムテンプレートを管理する」を参

照してください。 

 

カスタムテンプレート申請後に、申請を受け付けた旨のメールがお客様(ログインユーザ)ご

登録メールアドレス宛に送信されます。 

申請内容の審査には、最大 5 営業日かかります。審査完了後に弊社よりメールにてご連絡

しますので、テンプレート管理画面にてカスタムテンプレートが作成されていることをご

確認ください。 

ご申請から審査完了までの間に、お客様のご都合にて申請をキャンセルする場合には、テン

プレート管理画面から申請の取り消しができます。 

 

9.2. カスタムテンプレートを利用する 

 

カスタムテンプレートは、仮想マシンの作成時にテンプレートとして使用できます。仮想マ

シンの作成手順については、「6.1 仮想マシンの作成」をご参照ください。 
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9.3. カスタムテンプレートを管理する 

 

テンプレート管理画面を使って、カスタムテンプレートを管理することができます。テンプ

レート管理画面には、ログインをしているお客様識別子で登録のある、または利用可能なカ

スタムテンプレート名とその状態などの情報がリスト形式で表示されます。 

 

（１） 「Desktop Data Center」の画面で、”カスタムテンプレート”のリンクボタンを

押下して、テンプレート管理画面を表示します。 

 

 

「テンプレート管理画面」項目説明一覧 

項目 説明 

テンプレート名 テンプレートの名前 

状態 テンプレートの状態 

バージョン テンプレートのバージョン 

公開先 テンプレートの公開先 

更新日時 テンプレートの最終更新日時 

 

「カスタムテンプレートの状態」説明一覧 

状態 説明 

申請中 テンプレートの作成を申請中 

公開中 テンプレートの作成が完了して利用可能 

停止中 テンプレートの公開を停止中 

承認されませんでした 申請が承認されなかった 

エラー テンプレートの作成途中でエラーが発生 
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テンプレート管理画面に表示されているカスタムテンプレートに対して、以下の操作がで

きます。 

 

9.3.1. 停止 

カスタムテンプレートの公開を停止します。 

 

（１） 停止したいカスタムテンプレートの「操作」で、"停止"ボタンを押下します。 

 

 

（２） 「カスタムテンプレートの停止」ダイアログが表示されるので、"一時停止"ボ

タンを押下します。 

 

 

（３） 「カスタムテンプレートの停止」ダイアログに「カスタムテンプレートの公開

を一時停止しました」が表示されるので、"閉じる"ボタンを押下します。 

 

 

（４） カスタムテンプレートの状態が"停止中"に変わったことを確認します。 
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9.3.2. 再開 

公開を停止しているカスタムテンプレートの公開を再開します。 

 

（１） 再開したいカスタムテンプレートの「操作」で、"再開"ボタンを押下します。 

 

 

（２） 「カスタムテンプレートの公開」ダイアログが表示されるので、"再開"ボタン

を押下します。 

 

 

（３） 「カスタムテンプレートの公開」ダイアログに、「カスタムテンプレートの公開

を再開しました」が表示されますので、"閉じる"ボタンを押下します。 

 

 

 

（４） カスタムテンプレートの状態が「公開中」に変わったことを確認します。 
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9.3.3. 編集 

カスタムテンプレートの属性(テンプレート名、初期ユーザ名、初期パスワード、説明、要

件)の編集をします。 

 

（１） 編集したいカスタムテンプレートの「操作」で、"編集"ボタンを押下します。 

 

 

（２） 「カスタムテンプレートの編集」ダイアログが表示されるので、編集対象の項

目の入力を変更し、"次へ"ボタンを押下します。 

 

 

（３） 入力内容の確認ダイアログが表示されるので、"テンプレ変更"ボタンを押下し

ます。 
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（４） 「カスタムテンプレートの編集」ダイアログが表示されるので、"閉じる"ボタ

ンを押下します。 
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9.3.4. 更新 

カスタムテンプレートは、元となる仮想マシンのイメージの変更を反映して、更新すること

ができます。公開先のみの変更も可能です。更新を行う場合、再度所定の審査があります。 

 

（１） 編集したいカスタムテンプレートの「操作」で、"更新"ボタンを押下します。 

 

 

（２） 「カスタムテンプレートの更新」ダイアログが表示されますので、編集対象の

項目の入力を変更し、"次へ"ボタンを押下します。 

※変更の必要のない項目の入力値はそのまま使用できます。 
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「カスタムテンプレートの更新」項目説明一覧 

項目 説明 

ソース VM カスタムテンプレートの元となる仮想マシンを選択

します 

テンプレート名 カスタムテンプレートを識別できる名前を入力しま

す。入力できる文字種は、アルファベットと日本語、

記号(丸カッコ、ピリオド、ハイフン、およびスペース)

です。 

カスタムテンプレート作成後も変更ができます。 

初期ユーザ名 カスタムテンプレートを使って作成した仮想マシン

にログインすることのできるユーザ名を入力します。 

※ここで入力したユーザアカウントは、テンプレート

の元の仮想マシンに自動では作成されません。予めカ

スタムテンプレートの元になる仮想マシンに該当の

ユーザアカウントを作成しておく必要があります。 

初期パスワード 上記の初期ユーザ名のパスワードを入力します 

現在のバージョン (変更はできません) 

更新後バージョン 更新後の任意のバージョンを入力します(例: 1.1.0) 

公開先 カスタムテンプレートを公開する対象先のお客様識

別子を入力します。カンマ区切りで複数の識別子を指

定する事が出来ます。お客様自身の識別子のみを入力

した場合、このテンプレートが他のお客様に公開され

ることはありません。 

更新情報 更新後のカスタムテンプレートに関する関する情報

を入力します 

提供者 (変更はできません) 

説明 カスタムテンプレートを説明するテキストを入力し

ます 

要件 このカスタムテンプレートを使って作成する仮想マ

シンに対する要件を入力します。例えば “vCPU 個数

は 2個以上、メモリ 2G以上”など、ユーザがわかり

いやすいような形で入力してください。 
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（３） 入力が終わりましたら、"次へ"ボタンを押下します。 

 

 

（４） 入力内容の確認ダイアログが表示されるので、"テンプレ変更"ボタンを押下し

ます。 

 

 

（５） 「カスタムテンプレートの公開」ダイアログに、「テンプレートの更新を申請し

ました」が表示されますので、"閉じる"ボタンを押下します。 

 

 

（６） カスタムテンプレートの状態が、「申請中」に変わったことを確認します。 
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【ご注意事項】 

➢ 同じカスタムテンプレートで既に申請中の更新がある場合は、新しい申請はできませ

ん 

 

➢ カスタムテンプレートの元の仮想マシンが削除されて存在していない場合には、「ソー

ス VM が削除されています」と表示されます。有効な仮想マシンを選択しなおしてくだ

さい。 

 

 

9.3.5. キャンセル 

状態が「申請中」のカスタムテンプレートの申請を、キャンセル(取消し)します。 

 

（１） 申請をキャンセルしたいカスタムテンプレートの「操作」で、"申請キャンセル

"ボタンを押下します。 

 

 

（２） 「カスタムテンプレートの取消」ダイアログが表示されるので、"申請キャンセ

ル"ボタンを押下します。 

 

 

（３） 「カスタムテンプレートの取消」ダイアログに「カスタムテンプレートの作成

申請を取り消しました。」が表示されるので、"閉じる"ボタンを押下します。 
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9.3.6. 削除 

不要になったカスタムテンプレートを削除します。 

 

（１） 削除したいカスタムテンプレートの「操作」で、"削除"ボタンを押下します。 

 

 

（２） 「カスタムテンプレートの削除」ダイアログが表示されるので、"削除"ボタン

を押下します。 

 

 

（３） 「カスタムテンプレートの削除」ダイアログに、「カスタムテンプレートを削除

しました」が表示されるので、"閉じる"ボタンを押下します。 
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10. ユーザ管理とアクセス制御 

 

Desktop Data Centerは、お客様(ご契約企

業様)・お客様識別子(ユニークなプレフィ

ックスで表される、ご契約の単位)・ユーザ

(利用者)からなる要素群をツリー構造で

階層的に管理することにより、ユーザアク

セス制御を実現します。 

 

 

 

 

お客様(ご契約企業様)に属するユニークなユーザには、予め権限セットが定義された、管理

者、ユーザ、オペレータのうちいずれかのロールを割り当てます。お客様(ご契約企業様)が

利用する識別子が複数ある場合には、上記で割り当てられたロールでアクセスすることの

できる 1つ以上の任意のお客様識別子(プレフィックス)をユーザごとに設定します。 

 

 
※上記図の場合では、ユーザ C はプレフィックス A とプレフィックス B にオペレータ権限でアクセスができ、仮想マシ

ンの作成やスペック変更が可能です。ユーザ F はプレフィック B にのみユーザ権限でアクセスができ、仮想マシンの

電源操作が可能です。これら権限とアクセス可能なプレフィックスの割当て操作は管理者権限で行うことができます。 
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ユーザはログイン後に、上記設定によりアクセスを許可された所属プレフィックスの中か

ら操作対象のプレフィックスを画面上で選択し、切り替えることができます。 

 

 

 

このように、ユーザごとに各種機能の利用や情報を参照・編集できる権限レベルを最小限に

割り当てることで、与えられた権限を越えたアクティビティを制限し、セキュリティを確保

することが可能になります。 

 

【ご注意事項】 

 

➢ お客様識別子(プレフィックス)には、お客様識別子ごとにアクセス許可 IPアドレスリ

スト登録された IPアドレスからのみアクセスが許可されます。アクセスが許可されて

いない IP アドレスからは、ユーザにアクセス権限があるお客様識別子(所属プレフィ

ックス)であっても、アクセスはできません。 

アクセス許可 IPアドレスリストへの登録は、サポート窓口にて承っています。 
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・ ユーザ管理を構成する要素一覧 

お客様 フリービットクラウド VDC サービスをご契約いただいているお客様

（ご契約企業様、もしくは組織）を指し、Desktop Data Center で

管理される最上位レベルのユニットです。「お客様」には最低 1つ以

上の「お客様識別子（プレフィックス）」が紐付きます。 

お客様識別子 

(プレフィックス) 

フリービットクラウド VDC サービスの契約単位を指し、お客様のご

契約に紐づくユニークな識別子で表されます。「お客様」に属する実

際の組織もしくは目的・用途毎に構成される仮想的な組織の単位に

相当します。Desktop Data Center で管理されるユニットレイヤで

は、「お客様」の下位レベルのユニットです。 

※お客様に紐づくお客様識別子は、お客様情報の変更画面でご確認

いただけます。 

ユーザ Desktop Data Center の利用者を指し、すべての「ユーザ」は「お客

様」に帰属します。「ユーザ」には、下記表で説明するロール階層上

の"管理者"、"オペレータ"、"ユーザ"のロールのいずれかが割り当

てられ、最低 1 つ以上の「プレフィックス」へのアクセス権が与え

られます。「ユーザ」は、「お客様」ユニットのなかで、ユニークであ

る必要があります。 

 

 

・ ロール階層一覧 

管理者 Desktop Data Center で提供されるすべての操作権限を持ち、「お客

様の情報」の編集と「お客様」に属するすべての「ユーザ」の表示お

よび管理ができます。「お客様」に紐づくすべての「プレフィックス」

に対するアクセス権があります。 

※「お客様」に属する管理者ロールを割り当てたユーザは、複数作成

することができます。 

※自身の削除はできません。 

オペレータ 管理者からアクセス権を与えられた「プレフィックス」(所属プレフ

ィックス)に対するアクセス権があり、この「プレフィックス」にお

いて、仮想マシンの作成、編集を含めたすべての操作ができます。

「お客様の情報」の表示はできますが、編集はできません。また、ア

クセス権のある「プレフィックス」に同様にアクセス権のある「ユー

ザ」のリスト表示はできますが、自身以外のユーザ管理はできませ

ん。 

※自身の削除および所属プレフィックスの編集はできません 
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ユーザ 管理者からアクセス権を与えられた「プレフィックス」(所属プレフ

ィックス)に対するアクセス権があり、この「プレフィックス」にお

いて、仮想マシンの電源操作ができますが、作成、編集はできませ

ん。「お客様情報」の表示はできますが、編集はできません。また、

アクセス権のある「プレフィックス」に同様にアクセス権のある「ユ

ーザ」のリスト表示はできますが、自身以外のユーザ管理はできませ

ん。 

※自身の削除および所属プレフィックスの編集はできません 
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ロールごとに利用できる操作詳細は、下記の表を参照してください。 

 

・ 「ロールと利用できる操作」説明一覧 

操作 
ロール 

管理者 オペレータ ユーザ 

仮想マシンの作成 ○ ○ ☓ 

仮想マシンの起動/停止/ 

再起動 
○ ○ ○ 

仮想マシンの編集 ○ ○ ☓ 

仮想マシンの削除 ○ ○ ☓ 

仮想マシンのクローン ○ ○ ☓ 

仮想マシンの DC 間クロー

ン 
○ ○ ☓ 

仮想マシン VMWare Tools 

インストール 
○ ○ ☓ 

カスタムテンプレート作成 ○ ○ ☓ 

カスタムテンプレート管理 ○ ○ ☓ 

プレフィックス切替え ○ ○ ○ 

プレフィックスメモの 

表示/更新 
表示および更新 表示および更新 表示のみ 

プレフィックスコメントの

表示/更新 
表示および更新 表示のみ 表示のみ 

ユーザ管理 一覧の表示 ○ △ △ 

ユーザ管理 ユーザの作成 ○ ☓ ☓ 

ユーザ管理 ユーザの編集 ○ ○ △ 

ユーザ管理 ユーザの削除 ○ ☓ ☓ 

お客様情報 表示 ○ ○ ○ 

お客様情報 編集 ○ ☓ ☓ 
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10.1. 新規ユーザ作成 

 

（１） 「Desktop Data Center」画面で、“ユーザ管理”のリンクボタンを押下すると、                                                                                                                                                                         

「ユーザ管理」画面が表示されます。 

 

 

 

 

（２） “新規ユーザ作成”ボタンを押下し、「新規ユーザ作成」画面を表示します。 

 

 

※「お客様」あたり、ユーザは最大 100アカウントまで作成できます。 
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（３） 「新規ユーザ作成」画面において、登録するユーザ情報を入力し、“次へ”ボタン

を押下する。 

 

 

 

・ 新規ユーザ作成画面項目説明 

ユーザ名 ユーザの氏名 

※仮想マシン作成時の作成完了案内の宛名で使われ

ます。 

氏名(かな) ユーザの氏名かな 

部署 部署 (任意) 

役職 役職 (任意) 

電話番号 電話番号 (必須) 

FAX 番号 FAX番号 (任意) 

ロール 

 

管理者 ※ロールの詳細は別表を参照してください。 

すべての操作権限がある 

オペレータ ユーザの編集が出来ない 

ユーザ 仮想マシンへに変更を加えられない 
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所属プレフィックス このユーザにアクセス権を与えるお客様識別子(プレ

フィックス) 

※ロールが管理者のときには、自動的に、全プレフィ

ックスへのアクセス権が与えられます。 

メールアドレス 1 Desktop Data Center のログイン ID として使うメー

ルアドレス 

※“警告送信”にチェックを入れると、指定のメール

アドレスに仮想マシン作成時の作成完了案内が送信

される。 

パスワード Desktop Data Center のパスワードとして使う 

メールアドレス 2 

メールアドレス 3 

メールアドレス 1 以外に、仮想マシン作成時の作成

完了案内を送信したい場合には、メールアドレスを入

力して“警告送信”にチェックを入れる。 

ログイン後の案内 チェックを入れると、ログイン後に「Desktop Data 

Center へようこそ」画面(使い方についての基本的な

ご案内)が表示される。 
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（４） 入力したユーザ情報を確認し、“次へ”ボタンを押下してユーザを作成する。 
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10.2. 既存ユーザ変更 

 

（１） 「操作」欄の下記の指定箇所を押下し、「ユーザ情報の変更」画面を表示しま

す。 

 

 

 

 

（２） 「ユーザ情報の変更」画面において、変更項目を修正して“次へ”ボタンを

押下する。 
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（３）「ユーザ設定の確認」画面において、変更内容を確認して“次へ”ボタンを押

下して変更内容を確定します。 
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11. お客様情報の表示と変更 

お客様情報の画面では、お客様情報の表示と変更ができます。このうち変更は、管理者のロ

ールを割り当てられているユーザにのみ権限があります。 

 

【ご注意事項】 

 

※こちらでの変更とあわせて、弊社営業担当までご連絡をお願いいたします。 

 

※変更の画面にはお客様のご契約に紐づくプレフィックス(お客様識別子)が表示されます

が、この画面で変更はできません。変更をご希望される場合には、弊社にて承ります。 

 

 

（１） 「Desktop Data Center」画面で、“顧客情報設定”のリンクボタンを押下すると、

「お客様情報の変更」画面が表示されます。 
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（２） 「お客様情報の変更」画面において、変更項目を修正して“次へ”ボタンを押

下する。 
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（３） 「お客様情報の確認」画面で、変更内容を確認“次へ”ボタンを押下し変更内

容を確定します。 
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12. イベントログ 

イベントログを表示する。 

 

12.1. イベントログ表示 

（１） 「Desktop Data Center」画面で、“イベントログ”のリンクボタンを押下します。 

 

 

 

イベントログには、ログイン/ログアウト、DC切り替え、仮想マシンの電源 ON、電源 OFF、

リセット、シャットダウン、再起動操作等のログが表示されます。 

 

 

"CSV ダウンロード"ボタンを押下して、イベントログを CSV形式でダウンロードするこ

とができます。 
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13. お問い合わせ 

お問い合わせフォームを表示する。 

 

13.1. お問い合わせフォームの入力 

（１） 「Desktop Data Center」画面で、“お問い合わせ”のリンクボタンを押下します。。 

 

 

 

（２）  “ご質問の要約”と“ご質問の内容”を記載して“送信”ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご質問の内容は具体的にご記載ください。 



128 
 Confidential 

 

14. その他 

14.1. RedHat Enterprise Linux の利用について 

 

ゲスト OS テンプレート「Red Hat Enterprise Linux」 を選択した仮想マシンをご利用さ

れる場合には、仮想マシン毎に弊社が発行するアクティベーションキーを使ったライセン

ス登録手続き(サブスクリプション)が必要です。 

Red Hat Enterprise Linux 申請書に所定事項をご記入いただき、弊社サポート窓口までお

送りください。発行完了後、アクティベーションキーの記載された書面をお送りさせていた

だきます。申請書受理後、発行までに 5 営業日かかります。 

 

Red Hat Enterprise Linux 申請書のダウンロード先 

https://cloud.freebit.com/terms/ 

 

 

【ご注意事項】 

➢ 仮想マシンを作成した後に、仮想マシンのホスト名を申請書に記載したホスト名に変

更してください。 

➢ アクティベーションキーは申請書に記載したホスト名＋ドメイン名に紐付きます。ホ

スト名を変更する場合は再度申請書の提出が必要となります。 

➢ ライセンス登録手続きが完了するまでは、yum によるアップデートをご利用いただく

ことができません。 

このほかの注意事項につきましては、サービス仕様書をご参照ください。 

 

 

 

■アクティベーションキーを使ったライセンス登録手順（サブスクリプション） 

 

発行されたアクティベーションキー使ったライセンス登録の手順は以下のとおりです。な

お、ライセンス登録の前に、仮想マシンのホスト名を申請書に記載したホスト名にご変更く

ださい。 

 

（１）ライセンス登録をする仮想マシンにログインします。 

（２）仮想マシンのホスト名が申請書に記載したホスト名と一致していることを確認しま

す。 

（３）下記のコマンドを実行して、 Red Hat サブスクリプションマネージャーを実行し
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ます。 

# subscription-manager register --org="cloud-activate" --activationkey="(アクティベー

ションキー)" 

The system has been registerd with ID: dd7a6925-XXXX-XXXX-XXXX-

XXXXXXXXXXXX 

 

（４）ライセンス登録がされていることを、下記コマンドを実行して確認します。 

# subscription-manager subscribe 

Product Name:  Red Hat Enterprise Linux Server 

Status:  Subscribed  

 

 

■ca コンシューマ証明書の更新 

 

 ご利用のサイトやご利用される Red Hat OS テンプレートによっては、インストールさ

れている ca コンシューマ証明書が最新でなく、 

お客様にて再インストールを実施していただく必要がございます。 

 ca コンシューマ証明書の再インストールを行う際には、ご利用される仮想マシンにログ

インし、以下のコマンドを実行してください。 

 

yum remove 'katello-ca-consumer*' 

curl http://sat01.cloud-activate.jp/pub/katello-ca-consumer-latest.noarch.rpm > katello-

ca-consumer-latest.noarch.rpm 

yum -y install ./katello-ca-consumer-latest.noarch.rpm 

 

■登録解除手順 

 

ライセンス登録されている仮想マシンを削除する場合には、下記コマンドを実行して登録

を解除してください。 

 

# subscription-manager unregister 

  



130 
 Confidential 

 

15. 変更履歴 

Rev. 作成日 改定項目 改定内容 

3.3.56 2018 年 11月 5 日 ・7.1 SSL-VPN 接続 FortiClientのインストールと設定、

接続操作に関する説明を追記 

  ・14.1 RedHat 

Enterprise Linux の利用

について 

ca コンシューマ証明書の更新に関す

る説明を追記 

3.2.56 2018 年 10月 16 日 ・1.1 対応ブラウザ Firefoxのバージョンを 58から 61に

変更 

  ・6.1 仮想マシンの作成 仮想マシンで選択可能なメモリサイ

ズに 48GBを追加 

  ・6.2 サーバー情報画面 ・基本ディスクのディスクサイズ表

示に関する説明を追記(実サイズの

表示) 

・パスワードの表示/非表示切り替え

アイコンの説明を追記 

    

3.1.56 2018 年 9 月 7 日 ・7 SSL-VPNの利用 

・8 FortiGate 

FortiOS 5.6に対応 

3.1 2018 年 6 月 25 日 ・1.1 対応ブラウザ 

 

Firefoxのバージョンを 51から 58に

変更 

  ・4.1 Desktop Data 

Center へログイン 

ロールの説明を追記 

  ・5.3 ナビゲーションメ

ニュー 

お客様識別子(プレフィックス)の選

択機能の説明を追記 

  ・5.5 識別子の情報 お客様識別子の情報に関する説明を

追記 
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  ・5.6 実行中のタスク クローン進捗の表示機能の説明を追

記 

  ・6.2 サーバ情報画面 ・サーバ情報画面に関する章を追加 

・仮想マシン毎のイベントログ表示

機能に関する説明を追記 

  ・6.4 仮想マシン編集 電源オン/オフ状態毎の編集可否を

説明する表を掲載 

  ・6.7 仮想マシンのコン

ソール操作 

VMWare Remote Console のアップデ

ートをしないよう注意書き 

  ・10 ユーザ管理とアク

セス制御の章を追加 

ロールの説明を追記 

  ・11 お客様情報の表示

と変更 

お客様情報を変更することができる

ロールの説明を追記 

3.0 2018 年 2 月 21 日 ・14その他を追加 ・RedHat Enterprise Linux テンプ

レートの説明を追記 

RedHat Enterprise Linux の利用に

ついて、注意事項とライセンス登録

手順を追加 

2.9 2017 年 12月 7 日 ・7と 8を更新 FortiOS 5.4に対応 

2.8 2017 年 10月 31 日 ・7に追記 FortiGate の機能・操作手順の説明に

追記 

2.7 2017 年 10月 6 日 全般 サービスロゴ リニューアルに伴い

一部画像を変更 

2.6 2017 年 7 月 27 日 ・9.1 ～ 9.3 を追加 カスタムテンプレート機能を追加 

2.5 2017 年 3 月 13 日 ・1.1 を変更 対応ブラウザ Firefox バージョン

を変更 

2.4 2016 年 10月 5 日 ・5.1①に追記 サイト識別情報の説明を追記 

・5.1⑤に追記 オプション項目(編集ロック、バック
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アップ領域)の説明を追記 

仮想マシン検索条件の説明を追記 

・5.5④に追記 メモフィールドを使った、仮想マシ

ン検索の説明を追記 

・5.5⑤に追記 ハイスペック仮想マシンの作成申請

キャンセルの説明を追記 

・6.1 に追記 選択可能なスペックの表示について

説明を追記 

追加ディスク(拡張ディスク)の増設

可能範囲を 1000GB 迄に変更 

・6.3 に追記 HotAdd の説明に、追加ディスク(拡張

ディスク)の増設を追記 

編集ロックの設定された仮想マシン

の説明を追記 

・8に追記 FortiGate 設定において、マルチバイ

ト文字(日本語含む)の使用が非推奨

である説明を追記 

・10に追記 選択可能なスペック範囲表示の説明

を追記 

・11.1 に追記 イベントログダウンロードについて

の説明を追記 

2.3 2016 年 8 月 15 日 ・1.1 を変更 対応ブラウザを更新 

・5.1①に追記 表中のネットワーク情報項目に

FortiGate 識別情報について追記 

・5.5⑤に追記 表中にハイスペック仮想マシン申請

中の状態「申請中(HSM)」を追記 

・6.1 を変更 表中の選択できる vCPU数とメモリサ

イズの説明を変更・追記 
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表中の OSテンプレートの説明で、「そ

の他」の選択について変更 

・6.2 に追記 表中の電源 ONの説明に、BIOS設定画

面表示について追記 

・6.3 に追記 HotAdd 機能に関する説明を追記 

・6.5 に追記 クローン失敗通知メールの説明を追

記 

・6.7 を変更 Firefox の未署名のアドオンに関す

る説明を削除 

・11.1 を変更 イベントログ表示に関する説明を変

更 

・13を削除 「よくある質問」を削除。 

※FAQ は弊社サポートサイトで最新

の情報を公開しておりますので、ご

参照ください。 

 

2.2 2016 年 3 月 4日 ・8を変更 Fortigate のファームウェアバージ

ョン 5.2 環境でご利用の場合の説明

を追記 

2.1 2016 年 2 月 9日 ・13 よくあるご質問 を追

加 

13 よくあるご質問を追加し、FAQ を

掲載 

2.0 2015 年 9 月 30 日 ・1.3 に追記 VMware Toolsインストール時の注意

事項を追記 

・6.1 に追記 

 

Linux の root パスワード設定につい

ての説明を追記 

・6.3 に追記 拡張ディスク削除時の注意点を追記 
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・6.7 に追記 FireFox の未署名アドオンについて

の説明を追記 

1.9 2015 年 2 月 26 日 ・6を変更 仮想マシンへの拡張ディスクが最大

2つまで可能となった改修に伴い、管

理画面の該当箇所のキャプチャ画面

を変更。 

一部の文言変更 

拡張ディスク削除時の注意点を追加 

1.8 2014 年 11月 11日 ・7、8 を変更 Fortigate のファームウェアバージ

ョンアップに伴い、SSL-VPN WEB ポー

タル、Fortigate WEB 管理画面の対応

ブラウザを追記、変更。 

及び、該当箇所のキャプチャ画面を

変更。 

1.7 2014 年 9 月 30 日 ・6.7 を変更  仮想マシンのコンソール機能で利用

するポートを変更。 

1.6 2014 年 9 月 3日 ・1.1 を追加 対応ブラウザを追加。 

・6.7 を変更 プラグインインストール手順変更に

伴う画面差し替え。 

1.5 2012 年 7 月 25 日 画像、文言差し替え Desktop Data Centerの UI変更に伴

う画像差し替え。 

一部の文言変更。 

1.4 2012 年 1 月 13 日 ・6.6 を追加           

 

・仮想マシンのデータセンター間 

クローン作成について追加。 

・8.3 に追記 ・Fortigate Firewall Policyの初期

設定について追記。 

セキュリティについて補記。 
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1.3 2011 年 9 月 21 日 画像、文言差し替え お客様画面 URL 変更、Fortigate バー

ジョンアップにともなう画像差し替

え。 

一部の文言修正。 

1.2 2011 年 1 月 4日 サービス名称を変更 ブランド名称変更に伴い、サービス

名称を変更。 

1.1 2010 年 9 月 1日 サービス名称を変更 ブランド名称変更に伴い、サービス

名称を変更。 

1.0 2010 年 6 月 28 日 全般  

 

©2018 FreeBit Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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