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はじめに

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービスでは、1つまたは複数のOracle
Solarisシステム上でセキュリティー機能を管理する方法について説明します。

注 –このOracle Solarisのリリースでは、SPARCおよび x86系列のプロセッサアーキテ
クチャーを使用するシステムをサポートしています。サポートされるシステムにつ
いては、Oracle Solaris OS: Hardware Compatibility Listsを参照してください。このド
キュメントでは、プラットフォームにより実装が異なる場合は、それを特記しま
す。

対象読者
このマニュアルは、Oracle Solarisシステム上のセキュリティーに責任を負っている管
理者を対象にしています。このドキュメントを利用するにあたっては、UNIXのシス
テム管理について 3年以上の経験が必要です。UNIXシステム管理のトレーニング
コースに参加することをお勧めします。

Oracleサポートへのアクセス
Oracleのお客様は、My Oracle Supportを通じて電子的なサポートを利用することがで
きます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoを参照
してください。聴覚に障害をお持ちの場合は、http://www.oracle.com/pls/topic/

lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

表記上の規則
次の表では、このドキュメントで使用される表記上の規則について説明します。
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表P–1 表記上の規則

字体 説明 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレクトリ
名、画面上のコンピュータ出力、コード例
を示します。

.loginファイルを編集します。

ls -aを使用してすべてのファイ
ルを表示します。

machine_name% you have mail.

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画面上のコン
ピュータ出力と区別して示します。

machine_name% su

Password:

aabbcc123 プレースホルダ:実際に使用する特定の名
前または値で置き換えます。

ファイルを削除するには、 rm

filenameと入力します。

AaBbCc123 書名、新しい単語、および強調する単語を
示します。

『ユーザーズガイド』の第 6章
を参照してください。

キャッシュは、ローカルに格納
されるコピーです。

ファイルを保存しないでくださ
い。

注:いくつかの強調された項目
は、オンラインでは太字で表示
されます。

コマンド例のシェルプロンプト
次の表に、Oracle Solaris OSに含まれるシェルのUNIXシステムプロンプトおよび
スーパーユーザーのプロンプトを示します。コマンド例のシェルプロンプトは、そ
のコマンドを標準ユーザーで実行すべきか特権ユーザーで実行すべきかを示しま
す。

表P–2 シェルプロンプト

シェル プロンプト

Bashシェル、Kornシェル、および Bourne
シェル

$

Bashシェル、Kornシェル、および Bourne
シェルのスーパーユーザー

#

Cシェル machine_name%

Cシェルのスーパーユーザー machine_name#

はじめに
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セキュリティーの概要
このドキュメントでは、Oracle Solaris OSのセキュリティーを向上させる機能を
中心に説明します。セキュリティー機能のシステム管理者とユーザーを対象とし
ています。第 1章「セキュリティーサービス (概要)」では、このドキュメントの
トピックについて説明します。

パ ー ト I
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セキュリティーサービス (概要)

Oracle Solaris OSのセキュリティーを維持するため、このソフトウェアでは次の機能
を提供しています。

■ 28ページの「システムセキュリティー」 –侵入を防止する、誤用されないように
マシンリソースやデバイスを保護する、ユーザーや侵入者によって悪意のある変
更または意図的でない変更が行われないようにファイルを保護する

■ 29ページの「暗号化サービス」 -送信者と、宛先として指定された受信者だけが
内容を読むことができるようにデータにスクランブルをかけるとともに、暗号化
プロバイダおよび公開鍵オブジェクトを管理する

■ 30ページの「認証サービス」 –安全にユーザーを識別する。ユーザー名とその証
明書 (通常はパスワード)を要求する

■ 31ページの「暗号化による認証」 –認証されたユーザーまたはグループが通信す
るときに、傍受、改ざん、または偽装を防ぐ

■ 31ページの「監査」 -ファイルアクセス、セキュリティー関連のシステム
コール、および認証の失敗など、セキュリティーに変化が起きた場所を識別して
システムに通知する

■ 31ページの「セキュリティーポリシー」 -単体のシステムまたはシステムネット
ワークを対象としたセキュリティーガイドラインの設計と実装

1第 1 章
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システムセキュリティー
システムセキュリティーとは、システムのリソースが適切に使用されるようにする
ための手段です。アクセス制御を行うと、システム上のリソースにアクセスできる
ユーザーを制限することができます。システムセキュリティーとアクセス制御を目
的としたOracle Solarisの機能には次が含まれます。

■ ログイン管理ツール –ユーザーのログイン能力のモニタリングと制御を行うコマ
ンド。57ページの「ログインとパスワードの保護 (タスクマップ)」を参照してく
ださい。

■ ハードウェアアクセス – PROMへのアクセスを制限するコマンドや、システムを
ブートできるユーザーを制限するコマンド。67ページの「システムハード
ウェアへのアクセスの制御 (タスク)」を参照してください。

■ リソースアクセス –マシンリソースが適切にかつ最大限に利用されるように対策
を施すとともに、それらのリソースの誤用を最小限に抑えるツールと戦略。43
ページの「マシンリソースへのアクセス制御」を参照してください。

Oracle Solarisゾーン内のリソースの管理については、『Oracle Solaris 11.1の管理:
Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理』の
パート I「Oracle Solarisのリソース管理」を参照してください。

■ 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) –特殊な制限付きユーザーアカウントを作成す
るためのアーキテクチャー。特定の管理タスクの実行を許可します。137ページ
の「役割に基づくアクセス制御 (概要)」を参照してください。

■ 特権 –処理を実行するプロセスにおける個々の権限。これらのプロセス権限は
カーネル内で適用されます。150ページの「特権 (概要)」を参照してください。

■ デバイス管理 – UNIXの権限ですでに行われているデバイス保護をさらに強化す
るデバイス「ポリシー」。デバイス「割り当て」は、マイクやCD-ROMドライブ
などの周辺機器に対するアクセスを制御します。割り当てを解除する際には、デ
バイスクリーンスクリプトによってデバイスから任意のデータを削除できます。
41ページの「デバイスアクセスの制御」を参照してください。

■ BARTファイルの検証 –システム上のファイルのファイル属性の、目録と呼ばれ
るスナップショット。一定期間にわたって複数のシステムまたは単一のシステム
上のいくつかの目録を比較することで、ファイルの変化をモニターし、セキュリ
ティーリスクを抑えることができます。第 6章「BARTを使用したファイル整合
性の検証 (タスク)」を参照してください。

■ ファイルアクセス権 –ファイルまたはディレクトリの属性。アクセス権を使用す
れば、ファイルの読み取り、書き込み、実行、あるいはディレクトリの検索を行
えるユーザーおよびグループを制限できます。第 7章「ファイルアクセスの制御
(タスク)」を参照してください。

システムセキュリティー
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■ ウイルス対策ソフトウェア –アプリケーションでファイルが使用される前に vscan
サービスがそれらのファイルでウイルスを調べます。ファイルシステムでは、そ
のファイルシステムのクライアントがファイルにアクセスする前に、このサービ
スを呼び出して、それらのファイルを最新のウイルス定義でリアルタイムにス
キャンできます。

リアルタイムスキャンはサードパーティーのアプリケーションによって実行され
ます。ファイルをスキャンできるのは、それを開いているときと閉じたあとで
す。第 4章「ウイルススキャンサービス (タスク)」を参照してください。

暗号化サービス
暗号化はデータの符号化と復号化の技術であり、整合性、機密性、および信頼性を
維持するために使用されます。整合性とは、データが改ざんされていないことを意
味します。機密性は、データがほかのユーザーによって読み取られることがないこ
とを意味します。データの信頼性は、送信された内容と受信した内容が同じである
ことを意味します。ユーザーの認証は、そのユーザーが自己の証明となる 1つ以上
の情報を提供したことを意味します。認証メカニズムは、データソースや
ユーザー識別情報などを数学的に検証します。暗号化メカニズムは、偶然にデータ
を目にした人がそのデータを読み取ることができないようにデータにスクランブル
をかけます。暗号化サービスは、アプリケーションやユーザーに認証と暗号化のメ
カニズムを提供します。

■ 暗号化フレームワーク – RSA Security Inc.の PKCS #11 Cryptographic Token Interface
(Cryptoki)標準に基づく、カーネルレベルとユーザーレベルのコンシューマ向け
の暗号化サービスの集中型フレームワーク。用途には、パス
ワード、IPsec、サードパーティーのアプリケーションなどがあります。このフ
レームワークでは、ハードウェアとソフトウェアのソースを暗号化用に一元化し
ます。PKCS #11ライブラリは、サードパーティーの開発者がアプリケーションの
暗号化要求を組み込むためのAPIを提供します。第 11章「暗号化フレームワーク
(概要)」を参照してください。

■ アプリケーションごとの暗号化メカニズム –
■ Secure RPCにおけるDESの使用については、343ページの「Secure RPCの概
要」を参照してください。

■ KerberosサービスにおけるDES、3DES、AES、およびARCFOURの使用につい
ては、第 19章「Kerberosサービスについて」を参照してください。

■ Secure ShellでのRSA、DSA、および暗号化方式 (AESなど)の使用について
は、第 15章「Secure Shellの使用」を参照してください。

■ パスワードにおける暗号化アルゴリズムの使用については、61ページの「パ
スワード暗号化のデフォルトアルゴリズムの変更 (タスク)」を参照してくださ
い。

暗号化サービス
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■ 鍵管理フレームワーク (KMF)は、ポリシー、鍵、証明書などの公開鍵オブジェク
トを集中管理するためのユーティリティーを提供します。KMFは、これらのオブ
ジェクトをOpenSSL、NSS、および PKCS #11公開鍵技術向けに管理しま
す。第 13章「鍵管理フレームワーク」を参照してください。

認証サービス
認証とは、定義済みの条件に基づいてユーザーまたはサービスを識別するメカニズ
ムのことです。認証サービスには、単純な認証システム (名前とパスワードの組み合
わせ)から複雑な暗号化認証システム (トークンカード、生体認証など)まで、さまざ
まな形態があります。強力な認証メカニズムは、ユーザーだけが知っている情報や
検証可能な個人情報を使用します。ユーザー名は、ユーザーが知っている情報の一
例です。検証可能な情報には、スマートカードや指紋などがあります。認証に関連
したOracle Solaris機能には次のようなものがあります。

■ Secure RPC - NFSマウントやネームサービス (NISなど)の保護にDiffie-Hellmanプ
ロトコルを使用する認証メカニズム。343ページの「Secure RPCの概要」を参照し
てください。

■ プラグイン可能認証モジュール (PAM) –システムに入るためのサービスをコンパ
イルし直すことなく、それらのサービスにさまざまな認証技術を加えることがで
きるようにするフレームワーク。システムエントリサービスには、loginや ftpな
どがあります。第 14章「プラグイン可能認証モジュールの使用」を参照してくだ
さい。

■ 簡易認証セキュリティー層 (SASL) –ネットワークプロトコルに認証サービスとセ
キュリティーサービスを提供するフレームワーク。第 17章「簡易認証セキュリ
ティー層の使用」を参照してください。

■ Secure Shell –セキュリティー保護が行われていないネットワーク上で通信を暗号
化する、セキュリティー保護付きのリモートログインと転送プロトコ
ル。第 15章「Secure Shellの使用」を参照してください。

■ Kerberosサービス –セキュアなネットワークを経由した認証による暗号化を提供
するクライアントサーバーアーキテクチャー。パートVI「Kerberosサービス」を
参照してください。

認証サービス
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暗号化による認証
暗号化による認証は通信を安全に行う基本です。認証を利用して、送信元と送信先
が正しいユーザーまたはグループであることを保証します。通信は、送信元で暗号
化され、送信先で復号化されます。暗号化されていれば、侵入者が通信を傍受でき
たとしても、その内容が解読されることはありません。通信を安全に行うための
Oracle Solarisの機能には次のようなものがあります。

■ Secure Shell –データ転送と対話型ユーザーのネットワークセッションを、盗
聴、セッションハイジャック、および「man-in-the-middle」攻撃から保護するプ
ロトコルの 1つ。公開鍵暗号化によって、強力な認証を提供します。Xウィンド
ウシステムなどのネットワークサービスは、Secure Shell接続によって安全にトン
ネル化することで、セキュリティーが向上します。第 15章「Secure Shellの使
用」を参照してください。

■ Kerberosサービス –暗号化による認証を行うクライアントサーバーアーキテク
チャー。パートVI「Kerberosサービス」を参照してください。

■ インターネットプロトコルセキュリティーアーキテクチャー (IPsec) – IPデータグ
ラムを保護するアーキテクチャー。機密性、強力なデータ完全性、データ認
証、部分的なシーケンス完全性を実現します。『Oracle Solaris 11.1でのネット
ワークのセキュリティー保護』を参照してください。

監査
監査は、システムのセキュリティーと保全性に関する基本概念です。監査は、シス
テムの動作とイベントの履歴を検査して、発生した処理を確認するプロセスで
す。この履歴は、処理内容、処理日時、処理を行なった人物、処理による影響をロ
グとして記録したものです。パートVII「Oracle Solarisでの監査」を参照してくださ
い。

セキュリティーポリシー
セキュリティーポリシーまたはポリシーという表現は、このドキュメントでは組織
のセキュリティーガイドラインと同じ意味で使用されています。実際のサイトのセ
キュリティーポリシーは、処理される情報の重要度や未承認アクセスから情報を保
護する手段を定義する規則セットです。Secure Shell、認証、RBAC、承認、特権、リ
ソース制御などのセキュリティー技術は、情報を保護する手段となります。

セキュリティー技術の中には、それらの実装の個々の側面を説明する際にポリ
シーという語を使用するものもあります。たとえば、Oracle Solarisは監査ポリシーの
一部の構成で監査ポリシーオプションを使用します。次の表は、実装の個々の側面
の説明にポリシーという語を使用する機能に関する用語解説、マニュアル
ページ、および情報を示しています。

セキュリティーポリシー
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表 1–1 Oracle Solarisでの「ポリシー」という語の使用

「ポリシー」用語 選択されるマニュアルページ 詳細情報

audit policy auditconfig(1M) 第 26章「監査 (概要)」

暗号化フレームワークにお
けるポリシー

cryptoadm(1M) 第 11章「暗号化フレームワーク
(概要)」

device policy getdevpolicy(1M) 41ページの「デバイスアクセス
の制御」

Kerberos policy krb5.conf(4) 第 23章「Kerberos主体とポリ
シーの管理 (タスク)」

network policies ipfilter(5)、 ipadm(1M)、
ike.config(4)、 ipsecconf(1M)、
routeadm(1M)

『Oracle Solaris 11.1でのネット
ワークのセキュリティー保護』

password policy passwd(1)、 crypt.conf(4)、
pam.conf(4)、 policy.conf(4)

36ページの「ログイン制御の管
理」

289ページの「ユーザーにカスタ
マイズされた PAMポリシーを割
り当てる方法」

policy for public key
technologies

kmfcfg(1) 第 13章「鍵管理フレーム
ワーク」

RBAC policy rbac(5)、policy.conf(4) 218ページの「policy.conf

ファイル」
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システム、ファイル、およびデバイス
のセキュリティー
このセクションでは、ネットワークに接続されていないシステムで構成されるセ
キュリティーについて説明します。各章では、ディスク、ファイル、および周辺
機器へのアクセスの計画、モニタリング、および制御について説明します。

■ 第 2章「マシンセキュリティーの管理 (概要)」
■ 第 3章「システムアクセスの制御 (タスク)」
■ 第 4章「ウイルススキャンサービス (タスク)」
■ 第 5章「デバイスアクセスの制御 (タスク)」
■ 第 6章「BARTを使用したファイル整合性の検証 (タスク)」
■ 第 7章「ファイルアクセスの制御 (タスク)」
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マシンセキュリティーの管理 (概要)

マシンの情報をセキュアな状態に保持することは、システム管理の重要な責任で
す。この章では、マシンセキュリティー管理の概要を説明します。

■ 35ページの「コンピュータシステムへのアクセスを制御する」
■ 41ページの「デバイスアクセスの制御」
■ 43ページの「マシンリソースへのアクセス制御」
■ 49ページの「ファイルアクセスの制御」
■ 51ページの「ネットワークアクセスの制御」
■ 55ページの「セキュリティー問題の報告」

コンピュータシステムへのアクセスを制御する
ワークスペースでは、サーバーに接続されたすべてのマシンを 1つの大規模多重シ
ステムと見なすことができます。システム管理者は、この大規模なシステムのセ
キュリティー管理に責任があります。システム管理者は、ネットワークの外部から
の侵入を防ぐ必要があります。また、ネットワーク内部のコンピュータ上のデータ
の完全性を確保する必要もあります。

ファイルレベルにおいて、Oracle Solarisには標準セキュリティー機能が組み込まれて
おり、ファイル、ディレクトリ、およびデバイスを保護するために使用できま
す。システムレベルとネットワークレベルでは、セキュリティーの内容はほぼ同じ
です。以降のセクションで説明されているように、セキュリティー防御の第一線は
システムへのアクセスを制御することです。

物理的なセキュリティーの管理
システムへのアクセスを制御するには、コンピュータ環境の物理的なセキュリ
ティーを管理する必要があります。たとえば、システムにログインしたままこれを
放置することは未承認アクセスを招く原因になります。侵入者がオペレーティング
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システムやネットワークにアクセスしないとも限らないからです。コンピュータの
周辺環境やコンピュータハードウェアは、不当なアクセスから物理的に保護される
必要があります。

システム管理者は、ハードウェア設定に対する不当なアクセスから SPARCシステム
を保護することができます。eepromコマンドを使って、パスワードがないと PROM
にアクセスできないようにしてください。詳細は、67ページの「SPARCハード
ウェアへのアクセスにパスワードを必要にする方法」を参照してください。x86
ハードウェアを保護するには、ベンダーのドキュメントを参照してください。

ログイン制御の管理
システムやネットワークへの無許可のログインも防止する必要があります。この制
限は、パスワード割り当てとログイン制御によって行うことができます。システム
上のすべてのアカウントには、パスワードが必要です。パスワードはシンプルな認
証メカニズムです。アカウントにパスワードを設定しないと、ユーザー名を推測で
きる侵入者であれば誰でもネットワーク全体にアクセスできることになります。力
ずくの野蛮な攻撃を許さないためには、強力なパスワードアルゴリズムが必要で
す。

ユーザーがシステムにログインすると、loginコマンドはネームスイッチサービス
svc:/system/name-service/switch内の情報に従って、該当するネームサービスまた
はディレクトリサービスデータベースを確認します。次のデータベースがログイン
に影響を与えることがあります。

■ files –ローカルシステムの /etcファイルを指定します
■ ldap – LDAPサーバーの LDAPディレクトリサービスを指定します
■ nis – NISマスターサーバーのNISデータベースを指定します
■ dns –ネットワーク上のドメインネームサービスを指定します。

ネームサービスについては、nscd(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。ネームサービスおよびディレクトリサービスについては、『Oracle Solaris
Administration: Naming and Directory Services』を参照してください。

loginコマンドは、指定されたユーザー名とパスワードを検証します。ユーザー名が
パスワードデータベース内に存在しない場合、loginコマンドはシステムへのアクセ
スを拒否します。あるいは、指定されたユーザー名に対するパスワードが正しくな
いと、loginコマンドはシステムへのアクセスを拒否します。有効なユーザー名とそ
れに対応するパスワードが入力されれば、システムはシステムへのアクセスを
ユーザーに認可します。

PAMモジュールには、システムへのログインが正常に完了したあとでアプリ
ケーションへのログインをスムーズに行わせる効果があります。詳細
は、第 14章「プラグイン可能認証モジュールの使用」を参照してください。
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Oracle Solarisシステムには、精巧な認証メカニズムと承認メカニズムが備わっていま
す。ネットワークレベルでの認証メカニズムや承認メカニズムについては、52
ページの「リモートアクセスの認証と承認」を参照してください。

パスワード情報の管理
ユーザーはシステムにログインするときに、ユーザー名とパスワードの両方を入力
する必要があります。ログイン名は公開されていますが、パスワードは秘密にしな
ければなりません。ユーザーは、自分のパスワードを他人に知られてはいけませ
ん。ユーザーは、自分のパスワードを慎重に選択し、頻繁に変更する必要がありま
す。

パスワードは、最初にユーザーアカウントを設定するときに作成されま
す。ユーザーアカウントのセキュリティーを管理するために、パスワード有効期限
を設定し、パスワードを定期的に強制変更することができます。また、ユーザーア
カウントを無効にして、パスワードをロックすることもできます。パスワードの管
理の詳細は、『Oracle Solaris 11.1のユーザーアカウントとユーザー環境の管理』の第
1章「ユーザーアカウントとユーザー環境の管理 (概要)」および passwd(1)のマ
ニュアルページを参照してください。

ローカルパスワード

ネットワークでローカルファイルを使用してユーザーの認証を行なっている場
合、パスワード情報はシステムの /etc/passwdファイルと /etc/shadowファイルに保
持されます。ユーザー名などの情報は、/etc/passwdファイルに保持されます。暗号
化されたパスワードは、/etc/shadowという「シャドウ」ファイルに保持されま
す。このセキュリティー方式によって、暗号化されたパスワードにアクセスされる
ことを防ぎます。/etc/passwdファイルは、システムにログインできるすべての
ユーザーが使用できますが、/etc/shadowファイルを読み取ることができるのは root

アカウントだけです。passwdコマンドを使用すると、ローカルシステム上の
ユーザーのパスワードを変更できます。

NISパスワード

ネットワークでNISを使用してユーザーの認証を行なっている場合、パスワード情
報はNISパスワードマップに保持されます。NISでは、パスワードの有効期間を指定
できません。NISパスワードマップに保持されているユーザーのパスワードを変更す
るには、コマンド passwd -r nisを使用します。

LDAPパスワード

Oracle Solarisの LDAPネームサービスは、パスワード情報とシャドウ情報を LDAP
ディレクトリツリーの ou=peopleコンテナに格納します。Oracle Solaris LDAPネーム
サービスクライアントでユーザーのパスワードを変更するには、passwd -r ldap コマ
ンドを使用します。LDAPネームサービスは、パスワードを LDAPリポジトリに格納
します。
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パスワードポリシーはOracle Directory Server Enterprise Editionで適用されます。具体
的には、クライアントの pam_ldapモジュールはOracle Directory Server Enterprise
Editionで適用されているパスワードポリシー制御に従います。詳細は、『Oracle
Solaris 11.1でのネームサービスおよびディレクトリサービスの作業』の「LDAP
ネームサービスのセキュリティーモデル」を参照してください。

パスワードの暗号化
パスワードの強力な暗号化は攻撃に対する最初の障壁になります。Oracle Solarisソフ
トウェアには 6つのパスワード暗号化アルゴリズムが提供されていま
す。Blowfish、MD5、および SHAアルゴリズムは、強力なパスワード暗号化を提供
します。

パスワードアルゴリズムの識別子

サイトのアルゴリズムの構成は、/etc/security/policy.confファイルに指定しま
す。policy.confファイルには、次の表に示す識別子でアルゴリズムを指定しま
す。識別子とアルゴリズムのマッピングについては、/etc/security/crypt.conf

ファイルを参照してください。

表 2–1 パスワードの暗号化アルゴリズム

識別子 説明
アルゴリズムのマ
ニュアルページ

1 BSDシステムや LinuxシステムのMD5アルゴリズムと互換性の
あるMD5アルゴリズム。

crypt_bsdmd5(5)

2a BSDシステムの Blowfishアルゴリズムと互換性のある Blowfishア
ルゴリズム。

crypt_bsdbf(5)

md5 BSDバージョンや LinuxバージョンのMD5よりも強力とされて
いる Sun MD5アルゴリズム。

crypt_sunmd5(5)

5 SHA256アルゴリズム。SHAは、Secure Hash Algorithm (セキュア
ハッシュアルゴリズム)を表します。このアルゴリズム
は、SHA-2ファミリのメンバーです。SHA256では 255文字のパ
スワードがサポートされます。

crypt_sha256(5)

6 SHA512アルゴリズム。 crypt_sha512(5)

__unix__ 非推奨。従来のUNIX暗号化アルゴリズム。このアルゴリズム
は、古いシステムに接続するときに使用できます。

crypt_unix(5)

policy.confファイルのアルゴリズム構成

次に、policy.confファイルに指定されたデフォルトのアルゴリズム構成を示しま
す。
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#

...

# crypt(3c) Algorithms Configuration

#

# CRYPT_ALGORITHMS_ALLOW specifies the algorithms that are allowed

to

# be used for new passwords. This is enforced only in crypt_gensalt(3c).

#

CRYPT_ALGORITHMS_ALLOW=1,2a,md5,5,6

# To deprecate use of the traditional unix algorithm, uncomment below

# and change CRYPT_DEFAULT= to another algorithm. For example,

# CRYPT_DEFAULT=1 for BSD/Linux MD5.

#

#CRYPT_ALGORITHMS_DEPRECATE=__unix__

# The Oracle Solaris default is a SHA256 based algorithm. To revert to

# the policy present in Solaris releases set CRYPT_DEFAULT=__unix__,

# which is not listed in crypt.conf(4) since it is internal to libc.

#

CRYPT_DEFAULT=5

...

CRYPT_DEFAULTの値を変更すると、新しいユーザーのパスワードは、新しい値に対応
するアルゴリズムを使って暗号化されます。

既存のユーザーがパスワードを変更したときに新しいパスワードがどのアルゴリズ
ムで暗号化されるかは、古いパスワードがどのように暗号化されているかによって
異なります。たとえば、CRYPT_ALGORITHMS_ALLOW=1,2a,md5,5,6かつ CRYPT_DEFAULT=1

であるとします。次の表は、パスワードの暗号化にどのアルゴリズムが使用される
かを示します。

識別子=パスワードアルゴリズム

意味元のパスワード 変更後のパスワード

1 = crypt_bsdmd5 同じアルゴリズム
を使用します。

1識別子は CRYPT_DEFAULTの値でもあります。ユーザーの
パスワードは引き続き crypt_bsdmd5アルゴリズムで暗号
化されます。

2a = crypt_bsdbf 同じアルゴリズム
を使用します。

2a識別子は CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWリストにあります。こ
のため、新しいパスワードは crypt_bsbdfアルゴリズムで
暗号化されます。

md5 = crypt_md5 同じアルゴリズム
を使用します。

md5識別子は CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWリストにありま
す。このため、新しいパスワードは crypt_md5アルゴリズ
ムで暗号化されます。

5 = crypt_sha256 同じアルゴリズム
を使用します。

5識別子は CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWリストにあります。こ
のため、新しいパスワードは crypt_sha256アルゴリズム
で暗号化されます。
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識別子=パスワードアルゴリズム

意味元のパスワード 変更後のパスワード

6 = crypt_sha512 同じアルゴリズム
を使用します。

6識別子は CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWリストにあります。こ
のため、新しいパスワードは crypt_sha512アルゴリズム
で暗号化されます。

__unix__ =
crypt_unix

crypt_bsdmd5アル
ゴリズムを使用し
ます。

__unix__識別子は CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWリストにありま
せん。このため、crypt_unixアルゴリズムを使用すること
はできません。新しいパスワードは CRYPT_DEFAULTアルゴ
リズムで暗号化されます。

選択したアルゴリズムの構成の詳細については、policy.conf(4)のマニュアルページ
を参照してください。パスワード暗号化アルゴリズムを指定する場合は、61ページ
の「パスワード暗号化のデフォルトアルゴリズムの変更 (タスク)」を参照してくだ
さい。

特殊なシステムアカウント
rootアカウントは特殊なシステムアカウントの 1つです。これらのアカウントのう
ち、rootアカウントにのみパスワードが割り当てられ、ログインできます。nuucpア
カウントはファイル転送用にログインできます。他のシステムアカウント
は、ファイルを保護したり、または rootの完全な権限を使用せずに管理プロセスを
実行したりします。

注意 –システムアカウントのパスワード設定は決して変更しないでください。Oracle
Solarisからのシステムアカウントは、安全かつ確実な状態で配布されます。

次の表に、一部のシステムアカウントとその使用方法の一覧を示します。システム
アカウントは特殊な機能を実行します。各アカウントは、100より小さいUIDを持ち
ます。

表 2–2 選択されたシステムアカウントとその使用

システムアカウ
ント UID 用途

root 0 ほぼ無制限です。他の保護および許可をオーバーライドできます。rootア
カウントはシステム全体へのアクセス権を持ちます。rootアカウントのパ
スワードは、非常に注意深く保護するようにしてください。rootアカウン
トは、ほとんどのOracle Solarisコマンドを所有しています。

daemon 1 バックグラウンド処理を制御します。

bin 2 一部のOracle Solarisコマンドを所有します。

sys 3 多数のシステムファイルを所有します。
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表 2–2 選択されたシステムアカウントとその使用 (続き)
システムアカウ
ント UID 用途

adm 4 一部のシステム管理ファイルを所有します。

lp 71 プリンタ用のオブジェクトデータファイルとスプールデータファイルを所
有します。

uucp 5 UNIX間のコピープログラム、UUCP用のオブジェクトデータファイルと
スプールデータファイルを所有します。

nuucp 9 システムにログインしてファイル転送を開始するためにリモートシステム
で使用されます。

リモートログイン
侵入者にとって、リモートログインは魅力的な手段です。Oracle Solarisは、リモート
ログインをモニター、制限、および無効にする、いくつかのコマンドを提供しま
す。手順については、57ページの「ログインとパスワードの保護 (タスク
マップ)」を参照してください。

デフォルトでは、システムのマウスやキーボード、フレーム
バッファー、オーディオデバイスなど、特定のシステムデバイスを、リモートログ
インを通して制御したり読み取ったりすることはできません。詳細
は、logindevperm(4)のマニュアルページを参照してください。

デバイスアクセスの制御
コンピュータシステムに接続された周辺機器は、セキュリティーリスクをもたらし
ます。たとえば、マイクは会話をキャッチし、その会話をリモートシステムに送信
します。CD-ROMの場合、その情報をCD-ROMに残して、CD-ROMデバイスを次に
使うユーザーが読み取れるようにすることができます。プリンタは、リモートサイ
トからもアクセスできます。システムの必須デバイスもまた、セキュリティー問題
を引き起こす可能性があります。たとえば、bge0などのネットワークインタ
フェースは不可欠なデバイスとみなされます。
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Oracle Solarisソフトウェアには、デバイスへのアクセスを制御するための方法がいく
つか用意されています。

■ デバイスポリシーを設定する –特定のデバイスにアクセスしているプロセスが特
定の特権セットで実行されるように要求できます。それらの権限を持たないプロ
セスは、そのデバイスを使用できません。ブート時に、Oracle Solarisソフト
ウェアはデバイスポリシーを構成します。サードパーティーのドライバは、その
インストール時にデバイスポリシーを構成できます。インストール後、管理者は
デバイスポリシーをデバイスに追加できます。

■ デバイスを割り当て可能にする –ユーザーがデバイスを使用する前にそのデバイ
スを割り当てる必要があるように要求できます。割り当てによって、デバイスの
使用が一度に 1人のユーザーに制限されます。さらに、ユーザーがそのデバイス
の使用を承認されていることを要求できます。

■ デバイスの使用を防ぐ –コンピュータシステム上のどのユーザーも特定のデバイ
ス (マイクなど)を使用できないように設定できます。特定のデバイスを使用でき
ない状態にする例としては、コンピュータキオスクが挙げられます。

■ デバイスを特定のゾーンに限定する –デバイスの使用を非大域ゾーンにだけ割り
当てることができます。詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: Oracle Solaris
ゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理』の「非大域ゾーンでのデ
バイスの使用」を参照してください。デバイスとゾーンのより一般的な説明につ
いては、『Oracle Solaris 11.1の管理: Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10
ゾーン、およびリソース管理』の「非大域ゾーンの /devファイルシステム」を参
照してください。

デバイスポリシー (概要)
デバイスポリシーメカニズムを使用することで、デバイスを開こうとするプロセス
に特定の権限を要求するように指定できます。デバイスポリシーによって保護され
たデバイスをアクセスできるのは、デバイスポリシーで指定されている権限で稼働
しているプロセスだけです。Oracle Solarisはデフォルトのデバイスポリシーを提供し
ます。たとえば、bge0などのネットワークインタフェースでは、そのインタ
フェースにアクセスするプロセスが net_rawaccess特権で実行されていることが必要
です。この要件はカーネルで適用されます。権限の詳細は、150ページの「特権 (概
要)」を参照してください。

Oracle Solarisでは、デバイスはファイルアクセス権とデバイスポリシーで保護されま
す。たとえば、/dev/ipファイルには 666のアクセス権があります。しかし、このデ
バイスは適切な権限を持つプロセスによってしかオープンできません。

デバイスポリシーの構成は監査の対象とすることができます。デバイスポリシーの
変更は、AUE_MODDEVPLCY監査イベントによって記録されます。
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デバイスポリシーの詳細は、次のページを参照してください。

■ 75ページの「デバイスポリシーの構成 (タスクマップ)」
■ 87ページの「デバイスポリシーコマンド」
■ 159ページの「特権とデバイス」

デバイス割り当て (概要)
デバイス割り当てメカニズムを使用すれば、CD-ROMなどの周辺機器に対するアク
セスを制限できます。デバイス割り当てが有効になっていない場合、周辺機器の保
護はファイルアクセス権によってのみ行われます。たとえば、デフォルトでは周辺
機器は次のように使用できます。

■ CD-ROMドライブまたはフロッピーディスクの読み取りと書き込みは、すべての
ユーザーが行うことができます。

■ すべてのユーザーがマイクを接続できます。
■ すべてのユーザーが接続されたプリンタにアクセスできます。

デバイス割り当てを行うことで、承認されたユーザーにだけデバイスの使用を限定
できます。デバイス割り当てによって、デバイスアクセスを完全に防ぐこともでき
ます。デバイスを割り当てるユーザーは、そのユーザー自身が割り当てを解除する
までそのデバイスを独占的に使用できます。デバイスの割り当てが解除される際に
は、残っているすべてのデータがデバイスクリーンスクリプトによって消去されま
す。デバイスにスクリプトがない場合には、デバイスクリーンスクリプトを作成し
てそのデバイスから情報を一掃できます。この例は、94ページの「新しいデバイス
クリーンスクリプトの作成」を参照してください。

デバイス割り当てに関連した試み (デバイスの割り当て、デバイスの割り当て解
除、割り当て可能なデバイスの一覧表示)は、監査の対象とすることができます。監
査イベントは、other監査クラスの一部です。

デバイス割り当てについての詳細は、次を参照してください。

■ 77ページの「デバイス割り当ての管理 (タスクマップ)」
■ 87ページの「デバイスの割り当て」
■ 89ページの「デバイス割り当てコマンド」

マシンリソースへのアクセス制御
一部のシステムリソースは、デフォルトで保護されています。さらに、システム管
理者はシステムの動作状態を制御したり、モニターしたりすることができます。シ
ステム管理者は、だれがどのリソースを使用できるかを制限したり、リソースの使
用状況を記録したり、だれがリソースを使用しているかをモニターしたりできま
す。システム管理者は、リソースの不適切な使用を最小限に抑えるようにシステム
を設定することもできます。
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アドレス空間レイアウトのランダム化
Oracle Solarisでは、アドレス空間レイアウトのランダム化 (ASLR)を有効にするため
に、そのユーザーランドバイナリの多くにタグが付けられます。ASLRでは、アドレ
ス空間の主要な部分の開始アドレスがランダム化されます。このセキュリティー防
御メカニズムにより、ソフトウェアの脆弱性を悪用しようとするROP (Return
Oriented Programming)攻撃を失敗させることができます。

ゾーンは、そのプロセス用にこのランダム化されたレイアウトを継承します。ASLR
の使用はすべてのバイナリに最適であるとは限らないため、ASLRの使用は、ゾーン
のレベルとバイナリのレベルで構成できます。

次の 3つのASLR構成が可能です。

■ 無効 – ASLRは、すべてのバイナリに対して無効です。
■ タグ付きバイナリ – ASLRは、バイナリ内にコーディングされているタグによって
制御されます。

Oracle SolarisでのASLRのデフォルト値は、tagged-binariesです。ASLRを使用す
るためにOracle Solarisリリースの多くのバイナリにタグが付いています。

■ 有効 – ASLRは、無効にするためのタグが明示的に付いているバイナリを除くすべ
てのバイナリに対して有効です。

sxadmコマンドは、ASLRを構成するために使用されます。このコマンドを実行する
には、root役割になる必要があります。例および情報については、sxadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。開発者への支援については、『Oracle Solaris 11
セキュリティーサービス開発ガイド』を参照してください。

スーパーユーザーアクセスの制限とモニタリング
システムでスーパーユーザーアクセスを行うには、rootパスワードが必要です。デ
フォルトの構成では、ユーザーはリモートからシステムに rootとしてログインでき
ません。リモートログインするとき、ユーザーは自分のユーザー名でログインして
から、suコマンドを使用して rootになる必要があります。管理者は、必要に応じて
suコマンドを使用中のユーザー (特にスーパーユーザーのアクセス権を取得しようと
しているユーザー)をモニターできます。スーパーユーザーをモニタリングした
り、スーパーユーザーのアクセス権を制限したりする手順については、64ページ
の「rootアクセスのモニタリングと制限 (タスク)」を参照してください。
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役割に基づくアクセス制御を構成して
スーパーユーザーを置き換える
Oracle Solarisの機能である役割に基づくアクセス制御 (RBAC)
は、スーパーユーザーの権限を管理役割に分散するように設計されていま
す。スーパーユーザーすなわち rootユーザーは、システムのすべてのリソースにア
クセスできますが、RBACを使用すると、rootの責任の多くを、個別の権限を持つ一
連の役割に置き換えることができます。たとえば、ユーザーアカウントの作成を処
理する 1つの役割と、システムファイルの変更を処理する別の役割を設定できま
す。rootアカウントを変更しない場合でも、このアカウントを役割として残し、そ
の役割を割り当てないようにすることができます。この方法によって、システムへ
の rootアクセスが事実上削除されます。

各役割を使用するには、既知のユーザーが自分のユーザー名とパスワードを使用し
てログインする必要があります。ログインしたユーザーは、特別な役割パスワード
を入力してその役割を引き受けます。RBACの詳細は、137ページの「役割に基づく
アクセス制御 (概要)」を参照してください。

システムリソースの意図しない誤用の回避
システム管理者は、自分自身やユーザーによって意図しないエラーが引き起こされ
ないように防止できます。

■ たとえば、PATH変数を正しく設定することによって、トロイの木馬の実行を防止
できます。

■ 制限されたシェルをユーザーに割り当てることもできます。システムのうち各人
の作業に必要な部分だけをユーザーに提供するという方法でシェル機能を制限す
ると、ユーザーエラーを避けることができます。実際、慎重に設定すれば、作業
を能率的に行う上で必要な部分以外にユーザーがアクセスできないように制限で
きます。

■ そのユーザーがアクセスする必要がないファイルには、限定的なアクセス権を設
定できます。

PATH変数の設定
PATH変数を正しく設定しないと、他人が持ち込んだプログラムを誤って実行
し、データを壊したりシステムを損傷したりするおそれがあります。このようなプ
ログラムはセキュリティー上の危険を招くので、「トロイの木馬」と呼ばれま
す。たとえば、公開ディレクトリの中に別の suプログラムが置かれていると、シス
テム管理者が気づかずに実行してしまう可能性があります。このようなスクリプト
は正規の suコマンドとまったく同じに見えます。このようなスクリプトは実行後に
自らを削除してしまうため、トロイの木馬が実際に実行されたという証拠はほとん
ど残りません。
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PATH変数はログイン時に自動的に設定されます。このパスは、.bashrcや
/etc/profileなどの初期設定ファイルを通して設定されます。現在のディレクトリ
(.)への検索パスを最後に指定すれば、トロイの木馬のようなタイプのプログラムを
実行するのを防ぐことができます。rootアカウントの PATH変数には現在のディレク
トリを一切含めないようにしてください。

ユーザーに制限付きシェルを割り当てる
標準シェルを使用すると、ユーザーはファイルを開く、コマンドを実行するなどの
操作を行うことができます。制限付きシェルを使用すると、ディレクトリの変更や
コマンドの実行などのユーザー能力を制限できます。制限付きシェル
は、/usr/lib/rshコマンドで呼び出されます。制限付きシェルは、リモートシェル
/usr/sbin/rshではありません。

標準のシェルと異なる点は次のとおりです。

■ ユーザーはホームディレクトリ内に限定されるため、 cdコマンドを使用して
ディレクトリを変更できません。したがって、システムファイルを閲覧すること
はできません。

■ ユーザーは PATH変数を変更できないため、システム管理者によって設定されたパ
スのコマンドしか使用できません。さらに、完全なパス名を使ってコマンドやス
クリプトを実行することもできません。

■ ユーザーは、>または >>を使用して出力をリダイレクトできません。

制限付きシェルでは、ユーザーが使用できるシステムファイルを制限できます。こ
のシェルは、特定のタスクを実行するユーザーのために限られた環境を作成しま
す。ただし、制限付きシェルは完全に安全なわけではありません。このシェルの目
的は、あくまでも、経験の少ないユーザーが誤ってシステムファイルを損傷するの
を防止することです。

制限付きシェルについては、rsh(1M)のマニュアルページを参照してください。この
マニュアルページは、man -s1m rsh コマンドで表示できます。

ファイル内のデータへのアクセス制限
Oracle Solarisはマルチユーザー環境なので、ファイルシステムのセキュリ
ティーは、システムのもっとも基本的なセキュリティーリスクです。ファイルの保
護には、従来のUNIXのファイル保護と、より確実なアクセス制御リスト (ACL)との
両方が使用できます。

一部のユーザーには特定のファイルの読み取りを許可し、別のユーザーには特定の
ファイルを変更または削除するアクセス権を与えることができます。一方、ある
データを、どのユーザーからも読み取られないよう設定することもできま
す。ファイルのアクセス権の設定方法については、第 7章「ファイルアクセスの制
御 (タスク)」を参照してください。
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setuid実行可能ファイルの制限
実行可能ファイルがセキュリティーリスクとなる場合があります。いくつかの実行
可能プログラムは引き続き、正しく機能するには rootとして実行する必要がありま
す。これらの setuidプログラムは、ユーザー IDが 0に設定された状態で実行されま
す。このようなプログラムはだれが実行したとしても root IDで実行されます。root

IDで動作するプログラムは、プログラムがセキュリティーを念頭に置いて作成され
ていない限り、セキュリティーの問題をはらんでいます。

Oracleが setuidビットを rootに設定して出荷する実行可能プログラムを除
き、setuidプログラムの使用を許可するべきではありません。setuidプログラムの
使用を禁止できない場合は、その使用を制限する必要があります。しっかりした管
理を行うためには setuidプログラムの数を少なくする必要があります。

詳細は、123ページの「実行可能ファイルを原因とするセキュリティーへの悪影響を
防止する」を参照してください。タスク手順については、131ページの「セキュリ
ティーリスクのあるプログラムからの保護 (タスクマップ)」を参照してください。

デフォルトでのセキュリティー強化 (Secure By
Default)構成の使用
デフォルトでは、Oracle Solarisがインストールされると、一連の多数のネットワーク
サービスが無効になります。この構成は「デフォルトでのセキュリティー強化
(Secure By Default)」(SBD)と呼ばれます。SBDにより、ネットワークリクエストを受
け入れるネットワークサービスは sshdデーモンだけになります。ほかのネット
ワークサービスはすべて無効になるか、ローカル要求だけを処理するようになりま
す。ftpなどの個々のネットワークサービスを有効にするには、Oracle Solarisの
サービス管理機能 (SMF)を使用します。詳細は、netservices(1M)および smf(5)のマ
ニュアルページを参照してください。

リソース管理機能の使用
Oracle Solarisソフトウェアには、精巧なリソース管理機能があります。これらの機能
を使用することで、サーバー統合環境内のアプリケーションによるリソース利用の
割り当て、スケジュール、モニター、上限設定などを行うことができます。リ
ソース制御フレームワークにより、プロセスが使用するシステムリソースを制限で
きます。このような制約を行うことで、システムリソースを混乱させようとするス
クリプトによるサービス拒否攻撃を防ぎやすくなります。

これらのリソース管理機能により、特定のプロジェクトに対してリソースを指定で
きます。また、使用できるリソースを動的に調整することもできます。詳細
は、『Oracle Solaris 11.1の管理: Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、および
リソース管理』のパート I「Oracle Solarisのリソース管理」を参照してください。
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Oracle Solarisゾーンの使用
Oracle Solarisゾーンは、単一のOracle Solaris OSインスタンス内に存在するほかのシ
ステムからプロセスが分離されるアプリケーション実行環境です。この分離を行う
ことで、1つのゾーン内で稼働しているプロセスがほかのゾーンで稼働しているプロ
セスをモニタリングしたりそれらのプロセスに影響を及ぼしたりすることが防止さ
れます。これは、スーパーユーザー権限によって稼働しているプロセスでも同様で
す。

Oracle Solarisゾーンは、単一のサーバー上にアプリケーションを複数配置する環境に
適しています。詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: Oracle Solarisゾーン、Oracle
Solaris 10ゾーン、およびリソース管理』のパート II「Oracle Solarisゾーン」を参照し
てください。

マシンリソースの使用状況のモニタリング
システム管理者は、システムの動作をモニターする必要があります。次の点を含
め、マシンのあらゆる側面に注意する必要があります。

■ 通常の負荷はどの程度か
■ 誰がシステムへのアクセス権を持っているか
■ 各ユーザーはいつシステムにアクセスするか
■ システムでは通常どのようなプログラムを実行するか

このような情報を把握していれば、ツールを使用してシステムの使用状況を監査
し、各ユーザーのアクティビティーをモニターできます。セキュリティー侵害と思
われる場合は、モニタリング作業が特に役立ちます。監査サービスについての詳細
は、第 26章「監査 (概要)」を参照してください。

ファイルの整合性のモニタリング
システム管理者は、管理対象のシステムにインストールされたファイルが予想外の
方法で変更されないように確実な対策をとる必要があります。大規模インストール
では、各システム上のソフトウェアスタックの比較や報告を行うツールを使用すれ
ばシステムの追跡、記録が行えます。基本監査報告機能 (BART)を使用すると、一定
期間にわたって1つ以上のシステムをファイルレベルでチェックし、システムを包括
的に検証できます。一定期間にわたってすべてのシステムまたは 1つのシステムに
おける BART目録の変化を調べることで、システムの整合性を検証できます。BART
には、目録作成機能、目録比較機能、レポート生成規則などが用意されていま
す。詳細は、第 6章「BARTを使用したファイル整合性の検証 (タスク)」を参照して
ください。
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ファイルアクセスの制御
Oracle Solarisはマルチユーザー環境です。マルチユーザー環境では、システムにログ
インしているすべてのユーザーが、ほかのユーザーに属しているファイルを読み取
ることができます。さらに、適切なアクセス権をもっているユーザーは、ほかの
ユーザーに属しているファイルを使用できます。詳細は、第 7章「ファイルアクセ
スの制御 (タスク)」を参照してください。ファイルに適切なアクセス権を設定する
ステップごとの手順については、124ページの「ファイルの保護 (タスク)」を参照し
てください。

暗号化によるファイルの保護
ほかのユーザーがアクセスできないようにすることによって、ファイルを安全に保
つことができます。たとえば、600のアクセス権を持つファイルは、その所有者と
rootアカウントを除き、読み取ることができません。アクセス権 700の付いた
ディレクトリも同様です。ただし、ほかのだれかがユーザーパスワードや rootパス
ワードを推測して発見すると、そのファイルにアクセスできます。さらに、アクセ
ス不能なはずのファイルも、システムファイルのバックアップをオフラインメ
ディアにとるたびに、バックアップテープ上に保存されます。

ZFSファイルシステムは、ディスク上の暗号化を使用して作成できます。詳細
は、『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の「ZFSファイルシステムの
暗号化」を参照してください。

暗号化フレームワークは、digest、mac、および encryptコマンドを提供します。通
常のユーザーは、これらのコマンドを使用してファイルやディレクトリを保護する
ことができます。詳細は、第 11章「暗号化フレームワーク (概要)」を参照してくだ
さい。

アクセス制御リストの使用
ACL (「アクル」と読む)では、ファイルアクセス権の制御をより強化できます。ACL
は、従来のUNIXファイル保護機能では不十分な場合に追加で使用します。従来の
UNIXファイル保護機能は、所有者、グループ、その他のユーザーという 3つの
ユーザークラスに読み取り権、書き込み権、実行権を提供します。ACLで
は、ファイルセキュリティーを管理するレベルがさらに詳細になります。

ACLを使用すると、次に示すような、きめ細かいファイルアクセス権を定義できま
す。

■ 所有者のファイルアクセス権
■ 所有者のグループのファイルアクセス権
■ 所有者のグループに属していないユーザーのファイルアクセス権
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■ 特定ユーザーのファイルアクセス権
■ 特定グループのファイルアクセス権
■ 以上のカテゴリそれぞれのデフォルトアクセス権

アクセス制御リスト (ACL)で ZFSファイルを保護するには、『Oracle Solaris 11.1の管
理: ZFSファイルシステム』の第 7章「ACLおよび属性を使用したOracle Solaris ZFS
ファイルの保護」を参照してください。従来のファイルシステム上でACLを使用す
る方法については、122ページの「アクセス制御リストによるUFSファイルの保
護」を参照してください。

マシン間でのファイルの共有
ネットワークファイルサーバーは、どのファイルを共有できるかを制御できま
す。また、共有ファイルにアクセスできるクライアント、およびそれらのクライア
ントに許可するアクセス権の種類も制御します。一般に、ファイルサーバーは、す
べてのクライアントまたは特定のクライアントに、読み取り権と書き込み権、また
は読み取り専用アクセス権を与えることができます。アクセス制御は、shareコマン
ドでリソースを利用可能にするときに指定します。

ZFSファイルシステムのNFS共有を作成すると、共有を削除するまでファイルシス
テムは永続的に共有されます。システムをリブートすると、SMFは共有を自動的に
管理します。詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の「Oracle
Solaris ZFSファイルシステムと従来のファイルシステムの相違点」を参照してくださ
い。

共有ファイルへの rootアクセスの制限
一般的にスーパーユーザーは、ネットワーク上で共有されるファイルシステムには
rootとしてアクセスできません。NFSシステムは、要求者のユーザーをユーザー ID
60001を持つユーザー nobodyに変更することによって、マウントされているファイ
ルシステムへの rootアクセスを防止します。ユーザー nobodyのアクセス権は、公共
ユーザーに与えられているアクセス権と同じです。つまり、ユーザー nobodyのアク
セス権は資格をもたないユーザーのものと同じです。たとえば、ファイルの実行権
しか公共に許可していなければ、ユーザー nobodyはそのファイルを実行することし
かできません。

NFSサーバーは、共有ファイルシステムへの rootアクセスをホスト単位で与えるこ
とができます。これらの特権を付与するには、shareコマンドの root=hostnameオプ
ションを使用します。このオプションは慎重に使用してください。NFSでのセ
キュリティーオプションの説明については、『Oracle Solaris 11.1でのネットワーク
ファイルシステムの管理』の第 3章「ネットワークファイルシステムへのアクセス
(リファレンス)」を参照してください。
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ネットワークアクセスの制御
コンピュータは通常、コンピュータのネットワークの一部です。ネットワークで
は、接続されたコンピュータの間で情報を交換できます。さらに、ネットワークに
接続されたコンピュータは、ネットワーク上のほかのコンピュータにあるデータな
どのリソースにアクセスできます。コンピュータをネットワーク化すると処理能力
と性能が向上しますが、同時にセキュリティーの複雑化にもつながります。

たとえば、コンピュータのネットワーク内では、個々のシステムは情報を共有でき
ます。未承認アクセスがセキュリティーリスクとなります。多くの人々がネット
ワークにアクセスするので、(特にユーザーエラーを通して)未承認アクセスが発生
する可能性も大きくなります。また、パスワードの不適切な扱いも未承認アクセス
の原因となります。

ネットワークセキュリティーメカニズム
一般にネットワークセキュリティーは、リモートシステムからの操作の制限または
ブロックを通して維持されます。次の図は、リモート操作に適用できるセキュリ
ティー制限を示します。
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リモートアクセスの認証と承認
「認証」とは、リモートシステムにアクセスできるユーザーを特定のユーザーに限
定する方法です。認証は、システムレベルでもネットワークレベルでも設定できま
す。ユーザーがリモートシステムにアクセスすると、「承認」という方法でその
ユーザーが実行できる操作が制限されます。次の表は、認証と承認を提供する
サービスを示したものです。

表 2–3 リモートアクセスのための認証サービス

サービス 説明 参照先

IPsec IPsecは、ホストに基づく認証および認可に基づく認
証と、ネットワークトラフィックの暗号化を行いま
す。

『Oracle Solaris 11.1でのネットワークのセ
キュリティー保護』の第 6章「IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (概要)」

Kerberos Kerberosは、システムにログインしているユーザーの
認証と承認を暗号化を通して行います。

この例は、356ページの「Kerberosサービ
スの動作」を参照してください。

図 2–1 リモート操作のセキュリティー制限
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表 2–3 リモートアクセスのための認証サービス (続き)
サービス 説明 参照先

LDAP LDAPディレクトリサービスは、認証と承認の両方を
ネットワークレベルで提供できます。

『Oracle Solaris Administration: Naming and
Directory Services』

リモートログイン
コマンド

リモートログインコマンドを使用する
と、ユーザーはネットワーク経由でリモートシステ
ムにログインし、そのリソースを使用できます。リ
モートログインコマンドには rlogin、rcp、ftpなど
があります。「信頼される (trusted)ホスト」の場
合、認証は自動的に処理されます。それ以外の場合
は、自分自身を認証するように求められます。

『Oracle Solaris 11.1でのリモートシステム
の管理』の第 3章「リモートシステムへの
アクセス (タスク)」

SASL 簡易認証セキュリティー層 (SASL)は、ネットワーク
プロトコルに認証サービスとセキュリティーサービ
ス (オプション)を提供するフレームワークです。プ
ラグインによって、適切な認証プロトコルを選択で
きます。

339ページの「SASL (概要)」

Secure RPC Secure RPCを使用すると、リモートマシン上で要求を
出したユーザーの認証が行われ、ネットワーク環境
のセキュリティーが高まります。Secure RPCに
は、UNIX、DES、またはKerberos認証メカニズムの
いずれかを使用できます。

343ページの「Secure RPCの概要」

Secure RPCを使用すると、NFS環境にセキュリ
ティーを追加できます。Secure RPCを備えたNFS環
境を Secure NFSと呼びます。

343ページの「NFSサービスと Secure
RPC」

Secure Shell Secure Shellは、セキュアでないネットワークを経由
したネットワークトラフィックを暗号化しま
す。Secure Shellは、パスワード、公開鍵、またはこ
の両方の使用による認証を提供します。

299ページの「Secure Shell (概要)」

Secure RPCに匹敵する機能として、Oracle Solarisの「特権ポート」メカニズムがあり
ます。特権ポートには、1024未満のポート番号が割り当てられます。クライアント
システムは、クライアントの資格を認証したあと、特権ポートを使用して
サーバーへの接続を設定します。次に、サーバーは接続のポート番号を検査してク
ライアントの資格を検証します。

Oracle Solarisソフトウェアを使用していないクライアントは、特権ポートを使用して
通信できないことがあります。クライアントが特権ポートを使って通信できない場
合は、次のようなエラーメッセージが表示されます。

“Weak Authentication

NFS request from unprivileged port”
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ファイアウォールシステム
ファイアウォールシステムを設定すると、ネットワーク内のリソースを外部のアク
セスから保護できます。「ファイアウォールシステム」は、内部ネットワークと外
部ネットワークの間のバリアとして機能するセキュリティー保護ホストです。内部
ネットワークは、ほかのネットワークを「信頼できる状態でない」ものとして扱い
ます。内部ネットワークと、インターネットなどの外部ネットワークとの間に、こ
のような設定を必ず行うようにしてください。

ファイアウォールはゲートウェイとしても機能しますし、バリアとしても機能しま
す。ゲートウェイとしては、ネットワーク間でデータを通過させます。バリアーと
しては、データのネットワークとの間の自由な通過をブロックします。内部ネット
ワーク上のユーザーがリモートネットワーク上のホストにアクセスするに
は、ファイアウォールシステムにログインする必要があります。また、外部ネット
ワーク上のユーザーは、内部ネットワーク上のホストにアクセスする前に、まず
ファイアウォールシステムにログインしなければなりません。

ファイアウォールは、一部の内部ネットワーク間でも有効です。たとえば、パ
ケットの転送をアドレスまたはプロトコルで制限するには、ファイアウォールまた
はセキュアなゲートウェイコンピュータを設定できます。たとえば、メールを転送
するためのパケットを許可するが、ftpコマンドのパケットは許可しないようにでき
ます。

さらに、内部ネットワークから送信されるすべての電子メールは、まずファイア
ウォールシステムに送信されます。ファイアウォールは、このメールを外部ネット
ワーク上のホストに転送します。ファイアウォールシステムは、すべての着信電子
メールを受信して内部ネットワーク上のホストに配信するという役割も果たしま
す。

注意 –ファイアウォールは、アクセス権のないユーザーが内部ネットワーク上のホス
トにアクセスする行為を防止します。ファイアウォールに適用される厳密で確実な
セキュリティーを管理する必要がありますが、ネットワーク上の他のホストのセ
キュリティーはもっと緩やかでも構いません。ただし、ファイアウォールシステム
を突破できる侵入者は、内部ネットワーク上の他のすべてのホストへのアクセスを
取得できる可能性があります。

ファイアウォールシステムには、信頼されるホストを配置しないでください。「信
頼されるホスト」とは、ユーザーがログインするときに、パスワードを入力する必
要がないホストのことです。ファイアウォールシステムでは、ファイルシステムを
共有しないでください。また、ほかのサーバーのファイルシステムをマウントしな
いでください。

Oracle Solarisの IPsecおよび IPフィルタ機能は、ファイアウォール保護を提供できま
す。ネットワークトラフィックの保護の詳細は、『Oracle Solaris 11.1でのネット
ワークのセキュリティー保護』を参照してください。
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暗号化システムとファイアウォールシステム
ほとんどのローカルエリアネットワークでは、データは「パケット」と呼ばれるブ
ロック単位でコンピュータ間で転送されます。ネットワークの外部にいるアクセス
権のないユーザーが、「パケットスマッシング」という方法により、データを変更
または破壊する可能性があります。

パケットスマッシングでは、パケットが宛先に到達する前に取り込まれます。侵入
者は、その内容に勝手なデータを書き込み、パケットを元のコースに戻しま
す。ローカルエリアネットワーク上では、パケットはサーバーを含むすべてのシス
テムに同時に到達するので、パケットスマッシングは不可能です。ただし、ゲート
ウェイ上ではパケットスマッシングが可能なため、ネットワーク上のすべての
ゲートウェイを保護する必要があります。

もっとも危険なのは、データの完全性に影響するような攻撃です。このような攻撃
を受けると、パケットの内容が変更されたり、ユーザーが偽装されたりします。盗
聴を伴う攻撃では、データの完全性が損なわれることはありません。盗聴者は、会
話を記録して、あとで再生します。盗聴者がユーザーを偽装することはありませ
ん。盗聴攻撃によってデータの完全性が損なわれることはありませんが、プライバ
シが侵害されます。ネットワーク上でやりとりされるデータを暗号化すると、重要
な情報のプライバシを保護できます。

■ セキュアでないネットワークを経由したリモート操作を暗号化するに
は、第 15章「Secure Shellの使用」を参照してください。

■ ネットワークを介したデータの暗号化と認証を行う場合は、第 19章「Kerberos
サービスについて」を参照してください。

■ IPデータグラムを暗号化するには、『Oracle Solaris 11.1でのネットワークのセ
キュリティー保護』の第 6章「IPセキュリティーアーキテクチャー (概要)」を参
照してください。

セキュリティー問題の報告
セキュリティーの問題が発生した可能性がある場合は、Computer Emergency
Response Team/Coordination Center (CERT/CC)に連絡してください。CERT/CC
は、Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)の資金提供を受けたプロ
ジェクトで、カーネギメロン大学の Software Engineering Instituteにありま
す。CERT/CCはセキュリティー問題の解決を支援できます。また、特定のニーズに
合った他のComputer Emergency Response Teamを紹介することもできます。最新の連
絡先情報については、CERT/CC (http://www.cert.org/contact_cert/) Webサイトを
参照してください。

セキュリティー問題の報告
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システムアクセスの制御 (タスク)

この章では、Oracle Solarisシステムにアクセスできるユーザーを制御する方法につい
て説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 57ページの「ログインとパスワードの保護 (タスク)」
■ 61ページの「パスワード暗号化のデフォルトアルゴリズムの変更 (タスク)」
■ 64ページの「rootアクセスのモニタリングと制限 (タスク)」
■ 67ページの「システムハードウェアへのアクセスの制御 (タスク)」

システムセキュリティーの概要については、第 2章「マシンセキュリティーの管理
(概要)」を参照してください。

ログインとパスワードの保護 (タスク)
リモートログインを制限したり、ユーザーにパスワードを持つように要求した
り、rootアカウントに複雑なパスワードを設定するように要求したりできます。ま
た、ユーザーにセキュリティーメッセージを表示したり、失敗したアクセス試行を
モニターしたり、ログインを一時的に無効にしたりすることもできます。

ログインとパスワードの保護 (タスクマップ)
次のタスクマップは、ユーザーログインをモニターする手順と、ユーザーログイン
を無効にする手順を示しています。

3第 3 章
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タスク 説明 参照先

ログイン時に、ユーザーに
サイトセキュリティーを通
知します。

ログイン画面に、サイトセキュリティー情報を含むテ
キストメッセージを表示します。

『Oracle Solaris 11セキュリ
ティーガイドライン』の「バ
ナーファイルにセキュリ
ティーメッセージを配置する方
法」

『Oracle Solaris 11セキュリ
ティーガイドライン』の「セ
キュリティーメッセージをデス
クトップログイン画面に配置す
る方法」

rootパスワードを変更しま
す。

必ず rootアカウントがパスワード要件に従うように
します。

58ページの「rootパスワードを
変更する方法」

ユーザーのログインス
テータスを表示します。

ユーザーのログインアカウントについての広範な情報
(フルネーム、パスワードの有効期限など)を表示しま
す。

59ページの「ユーザーのログイ
ンステータスを表示する方法」

パスワードを所有していな
いユーザーを発見します。

パスワードを必要としないアカウントを持つ
ユーザーだけを検出します。

60ページの「パスワードを持た
ないユーザーを表示する方法」

ログインを一時的に無効に
します。

システムシャットダウンや定常的な保守の中でマシン
へのユーザーログインを拒否します。

60ページの「ユーザーのログイ
ンを一時的に無効にする方法」

▼ rootパスワードを変更する方法
rootパスワードを変更するときは、システムのすべてのユーザーに適用されるパス
ワード要件に従う必要があります。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

パスワードを変更します。
# passwd root

New Password:

Re-enter new Password:

passwd: password successfully changed for root

パスワードが要件に適合しない場合は、メッセージが画面に表示されます。この
メッセージは有益です。3回試行したあとは、もう一度コマンドを実行してパス
ワードを変更する必要があります。

passwd: Password too short - must be at least 6 characters.

passwd: The password must contain at least 2 alphabetic character(s).

passwd: The password must contain at least 1 numeric or special character(s).

始める前に
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▼ ユーザーのログインステータスを表示する方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

loginsコマンドを使用してユーザーのログインステータスを表示します。
# logins -x -l username

-x ログインステータス情報の拡張セットを表示します。

-l username 指定するユーザーのログインステータスを表示します。変数
usernameはユーザーのログイン名です。複数のログイン名はコンマ
で区切ります。

loginsコマンドは、適切なパスワードデータベースを使ってユーザーのログインス
テータスを表示します。このデータベースは、ローカルの /etc/passwdファイル
か、ネームサービスのパスワードデータベースです。詳細は、logins(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

ユーザーのログインステータスを表示する

次の例では、ユーザー jdoeのログインステータスが表示されます。

# logins -x -l jdoe

jdoe 500 staff 10 Jaylee Jaye Doe

/home/jdoe

/bin/bash

PS 010103 10 7 -1

jdoe ユーザーのログイン名を示します。

500 ユーザー ID (UID)を示します。

staff ユーザーのプライマリグループを示します。

10 グループ ID (GID)を示します。

Jaylee Jaye Doe コメントを示します。

/home/jdoe ユーザーのホームディレクトリを示します。

/bin/bash ログインシェルを示します。

PS 010170 10 7 -1

次のパスワード有効期限情報を示します。
■ パスワードの最終変更日
■ 次に変更するまでに必要な日数
■ 変更しないで使用できる日数
■ 警告期間

始める前に
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▼ パスワードを持たないユーザーを表示する方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

loginsコマンドを使用して、パスワードを持っていないユーザーをすべて表示しま
す。
# logins -p

-pオプションを指定すると、パスワードを持たないユーザーが一覧表示されま
す。loginsコマンドは、system/name-service/switchサービスの passwordプロパ
ティーで分散ネームサービスが指定されていないかぎり、ローカルシステムの
passwdデータベースを使用します。

パスワードを持たないアカウントの表示

次の例では、ユーザー pmorphと役割 roletopはパスワードを持っていません。

# logins -p

pmorph 501 other 1 Polly Morph

roletop 211 admin 1 Role Top

#

▼ ユーザーのログインを一時的に無効にする方法
システムのシャットダウンや定常的な保守の間は、ユーザーログインを一時的に無
効にします。rootログインは影響を受けません。詳細は、nologin(4)のマニュアル
ページを参照してください。

solaris.admin.edit/etc/nologin承認が割り当てられている管理者になる必要があり
ます。デフォルトでは、root役割がこの承認を持っています。詳細は、170ページ
の「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

テキストエディタで、/etc/nologinファイルを作成します。
# pfedit /etc/nologin

solaris.admin.edit/etc/nologin承認の使用の例については、例 3–3を参照してくだ
さい。

システムの利用に関するメッセージを入力します。

ファイルを閉じて、保存します。

始める前に
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ユーザーログインを無効にする

この例では、ユーザーが、システム使用不可の通知の書き込みを承認されます。

% pfedit /etc/nologin

***No logins permitted.***

***The system will be unavailable until 12 noon.***

失敗したログインについて
システムに対する失敗したログインをすべてモニターするには、監査サービスに
よって生成された監査トレールを参照してください。詳細は、パートVII「Oracle
Solarisでの監査」を参照してください。

パスワード暗号化のデフォルトアルゴリズムの変更 (タ
スク)

デフォルトでは、ユーザーパスワードは crypt_sha256アルゴリズムで暗号化されま
す。ネットワーク上の頻繁に使用された古いシステムへのログインなど、異機種
ネットワーク環境で相互運用するためのデフォルトのアルゴリズムを変更すること
もできます。

▼ パスワード暗号化のアルゴリズムを指定する方法
この手順では、ユーザーがパスワードを変更するときのデフォルト暗号化アルゴリ
ズムとして BSD-LinuxバージョンのMD5アルゴリズムが使用されます。このアルゴ
リズムは、Oracle Solaris、BSD、および LinuxバージョンのUNIXが動作するシステ
ムの混在ネットワークに適しています。パスワード暗号化アルゴリズムとアルゴリ
ズム識別子の一覧は、表 2–1を参照してください。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

選択した暗号化アルゴリズムの識別子を指定します。

暗号化アルゴリズムの識別子を、/etc/security/policy.confファイルの
CRYPT_DEFAULT変数の値として入力します。

例3–3
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選択についての説明をコメントとして入力できます。
# cat /etc/security/policy.conf

...

CRYPT_ALGORITHMS_ALLOW=1,2a,md5,5,6

#

# Use the version of MD5 (5) that works with Linux and BSD systems.

# Passwords previously encrypted with SHA256 (1) will be encrypted

# with MD5 when users change their passwords.

#

#

#CRYPT_DEFAULT=5

CRYPT_DEFAULT=1

この例では、アルゴリズム構成によって、パスワードの暗号化に sha256アルゴリズ
ムが使用されることがないようにします。sha256モジュールで暗号化されているパ
スワードを持つユーザーは、そのパスワードを変更したときに crypt_bsdmd5で暗号
化されたパスワードを受け取ります。

選択したアルゴリズムの構成の詳細については、policy.conf(4)のマニュアルページ
を参照してください。

異機種システム混在環境でパスワードの暗号化アルゴリズムを制約す
る

この例では、BSDおよび Linuxシステムが含まれるネットワーク上の管理者は、すべ
てのシステムで使用できるようにパスワードを構成します。SHA512暗号化は一部の
ネットワークアプリケーションで処理できないため、管理者はその識別子を許容さ
れるアルゴリズムのリストに含めません。管理者は、CRYPT_DEFAULT変数の値として
SHA256アルゴリズム 5を保持しています。CRYPT_ALGORITHMS_ALLOW変数には、BSDお
よび Linuxシステムと互換性のある MD5識別子と、BSDシステムと互換性のある
Blowfish識別子が含まれています。5は CRYPT_DEFAULTアルゴリズムであるた
め、CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWリストに載せる必要はありません。しかし、保守のため
に、管理者は 5を CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWリストに入れ、使われていない識別子を
CRYPT_ALGORITHMS_DEPRECATEリストに入れます。

CRYPT_ALGORITHMS_ALLOW=1,2a,5

#CRYPT_ALGORITHMS_DEPRECATE=__unix__,md5,6

CRYPT_DEFAULT=5

▼ NISドメイン用の新しいパスワードアルゴリズム
を指定する方法
NISドメインのユーザーがパスワードを変更すると、NISクライアント
は、/etc/security/policy.confファイルにある自身のローカルアルゴリズム構成を
調べ、NISクライアントシステムでパスワードを暗号化します。

例3–4
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root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

パスワード暗号化アルゴリズムをNISクライアント上の /etc/security/policy.conf

ファイルに指定します。

変更された /etc/security/policy.confファイルをNISドメインのすべてのクライア
ントシステムにコピーします。

混乱をできるだけ少なくするために、変更された /etc/security/policy.confファイ
ルをNISルートサーバーとスレーブサーバーにコピーします。

▼ LDAPドメイン用の新しいパスワードアルゴリズ
ムを指定する方法
適切に構成された LDAPクライアントでは、新しいパスワードアルゴリズムを使用
できます。LDAPクライアントはNISクライアントと同じように動作します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

パスワード暗号化アルゴリズムを LDAPクライアント上の /etc/security/policy.conf

ファイルに指定します。

変更された policy.confファイルを LDAPドメインのすべてのクライアントシステム
にコピーします。

クライアントの /etc/pam.confファイルが pam_ldapモジュールを使用していないこと
を確認します。

pam_ldap.so.1を含むエントリの前にコメント記号 (#)があることを確認します。ま
た、pam_authtok_store.so.1モジュールには server_policyオプションを使用しない
でください。

ローカルアルゴリズム構成に基づくパスワードの暗号化は、クライアントの
pam.confファイルの PAMエントリに従って行われます。パスワードの認証もこの
PAMエントリによって行われます。

LDAPドメインのユーザーがパスワードを変更すると、LDAPクライアント
は、/etc/security/policy.confファイルにある自身のローカルアルゴリズム構成を
調べ、LDAPクライアントシステムでパスワードを暗号化します。続いてクライアン
トは、{crypt}タグ付きの暗号化パスワードをサーバーに送信します。このタグ
は、パスワードが暗号化済みであることをサーバーに知らせます。パスワードはそ
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のままの形でサーバーに格納されます。認証時に、クライアントはこのパスワード
をサーバーから取り出します。クライアントは、このパスワードと、入力された
ユーザーのパスワードからクライアントが暗号化したばかりのパスワードとを比較
します。

注 – LDAPサーバーでパスワードポリシー制御を使用するには、pam.confファイルの
pam_authtok_storeエントリに server_policyオプションを指定します。パスワード
はそのあと、LDAPサーバー上で暗号化されます。手順については、『Oracle
Solaris 11.1でのネームサービスおよびディレクトリサービスの作業』の第 11
章「LDAPクライアントとOracle Directory Server Enterprise Editionの設定 (タス
ク)」を参照してください。

rootアクセスのモニタリングと制限 (タスク)
デフォルトでは、root役割は初期ユーザーに割り当てられ、ローカルシステムに直
接ログインしたり、Oracle Solarisシステムにリモートログインしたりすることはでき
ません。

▼ だれが suコマンドを使用しているかをモニ
ターする方法
sulogファイルには、ユーザーから rootに切り替えるために使用される suの試行だ
けでなく、ユーザー切替え (su)コマンドのすべての使用が記録されます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

/var/adm/sulogファイルの内容を定期的にモニタリングします。
# more /var/adm/sulog

SU 12/20 16:26 + pts/0 stacey-root

SU 12/21 10:59 + pts/0 stacey-root

SU 01/12 11:11 + pts/0 root-rimmer

SU 01/12 14:56 + pts/0 jdoe-root

SU 01/12 14:57 + pts/0 jdoe-root

ここには、次のような情報が表示されます。

■ コマンドが入力された日時。
■ 試行が成功したかどうか。プラス記号 (+)は成功を示し、マイナス記号 (-)は失敗
を示します。

■ コマンドが実行されたポート。

始める前に
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■ ユーザー名と切り替えたユーザー ID。

このファイルへの suログの記録は、デフォルトで、 /etc/default/suファイルの次
のエントリで有効になっています。

SULOG=/var/adm/sulog

???を含むエントリは、suコマンドの制御端末を識別できないことを示していま
す。通常、デスクトップが表示される前の suコマンドのシステム呼び出しには、???

が含まれます。たとえば、SU 10/10 08:08 + ??? root-root です。ユーザーがデスク
トップセッションを開始すると、ttynamコマンドは、次のように制御端末の値を
sulog に返します。 SU 10/10 10:10 + pts/3 jdoe-root。

次のようなエントリは、suコマンドがコマンド行で呼び出されなかったことを示し
ている場合があります。SU 10/10 10:20 + ??? root-oracle。Trusted Extensions の
ユーザーがGUIを使用して oracle役割に切り替えた可能性があります。

▼ rootログインを制限およびモニターする方法
この方法では、ローカルシステムにアクセスしようとする rootをただちに検出でき
ます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

/etc/default/login ファイルの CONSOLE エントリを確認します。
CONSOLE=/dev/console

デフォルトのコンソールデバイスは /dev/consoleに設定されています。このように
設定されていると、rootはコンソールにログインできます。rootはリモートログイ
ンを行うことはできません。

rootがリモートログインできないことを検証します。

リモートシステムから、rootとしてログインを試みます。
mach2 % ssh -l root mach1

Password: <Type root password of mach1>
Password:

Password:

Permission denied (gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive).

デフォルト構成では、rootは役割であり、役割はログインできません。また、デ
フォルトの構成では、sshプロトコルによって rootユーザーのログインが阻止され
ます。

注意事項

始める前に
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rootになろうとする試みをモニターします。

デフォルトでは、rootになろうとする試みが SYSLOGユーティリティーによってコン
ソールに表示されます。

a. デスクトップに端末コンソールを開きます。

b. 別のウィンドウで、suコマンドを使用して rootになります。
% su -

Password: <Type root password>
#

端末コンソールにメッセージが表示されます。

Sep 7 13:22:57 mach1 su: ’su root’ succeeded for jdoe on /dev/pts/6

rootアクセスの試行のログ記録

この例では、rootの試行は SYSLOGによってログに記録されていません。そのた
め、管理者は、/etc/default/suファイル内の #CONSOLE=/dev/consoleエントリから
コメントを削除することによって、これらの試行をログに記録します。

# CONSOLE determines whether attempts to su to root should be logged

# to the named device

#

CONSOLE=/dev/console

ユーザーが rootになろうとすると、この試行が端末コンソールに出力されます。

SU 09/07 16:38 + pts/8 jdoe-root

/etc/default/loginファイルにデフォルトの CONSOLEエントリが含まれている場合に
リモートシステムから rootになるには、ユーザーはまず、自分のユーザー名を使用
してログインする必要があります。自分のユーザー名を使用してログインしたあ
と、ユーザーは suコマンドを使用して rootになることができます。

コンソールに Last login: Wed Sep 7 15:13:11 2011 from mach2 のようなエントリが表
示された場合、システムは、リモート rootログインを許可するように構成されてい
ます。リモート rootアクセスを防止するには、/etc/default/loginファイル内の
#CONSOLE=/dev/consoleエントリを CONSOLE=/dev/consoleに変更します。sshプロト
コルをデフォルトに戻すには、sshd_config(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。

3

例3–5

注意事項

rootアクセスのモニタリングと制限 (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月66

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN4sshd-config-4


システムハードウェアへのアクセスの制御 (タスク)
物理的なシステムは、ハードウェア設定にアクセスする際にパスワードを要求する
ことで保護できます。また、ユーザーがアボートシーケンスを使ってウィンドウ表
示システムから離れるのを防ぐことでシステムを保護することもできます。

BIOSを保護するには、ベンダーのドキュメントを参照してください。

▼ SPARCハードウェアへのアクセスにパスワードを
必要にする方法
Device Security、Maintenance and Repair、または System Administrator権利プロファイ
ルが割り当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り
当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

端末ウィンドウで、次のように入力してPROMセキュリティーモードに入ります。
# eeprom security-mode=command

Changing PROM password:

New password: <Type password>
Retype new password: <Retype password>

値として commandか fullを選択します。詳細は、eeprom(1M)のマニュアルページを
参照してください。

前述のコマンドを入力する際に PROMパスワードを要求されない場合は、システム
がすでに PROMパスワードを持っています。

(省略可能) PROMパスワードを変更する場合は、次のコマンドを入力します。
# eeprom security-password= Press Return
Changing PROM password:

New password: <Type password>
Retype new password: <Retype password>

新しい PROMセキュリティーモードとパスワードはただちに有効になりますが、そ
れが認識できるのは、ほとんどの場合、次回のブート時です。

注意 – PROMパスワードを忘れないでください。このパスワードがないと、ハード
ウェアは使用できません。

始める前に
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▼ システムのアボートシーケンスを無効にする方法

注 –一部のサーバーシステムにはキースイッチがあります。このキースイッチを安全
な位置に設定すると、ソフトウェアキーボードのアボート設定がオーバーライドさ
れます。そのため、次の手順で行なった変更が実装されないことがあります。

solaris.admin.edit/etc/default/kbd承認が割り当てられている管理者になる必要が
あります。デフォルトでは、root役割がこの承認を持っています。詳細は、170
ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

KEYBOARD_ABORTの値を disableに変更します。

/etc/default/kbdファイルの enable行をコメントにします。次に disable行を追加
します。
# cat /etc/default/kbd

...

# KEYBOARD_ABORT affects the default behavior of the keyboard abort

# sequence, see kbd(1) for details. The default value is "enable".
# The optional value is "disable". Any other value is ignored.

...

#KEYBOARD_ABORT=enable

KEYBOARD_ABORT=disable

キーボードのデフォルトを更新します。
# kbd -i

始める前に
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ウイルススキャンサービス (タスク)

この章では、ウイルス対策ソフトウェアの使用についての情報を提供します。この
章の内容は次のとおりです。

■ 69ページの「ウイルススキャンについて」
■ 70ページの「vscanサービスについて」
■ 71ページの「vscanサービスの使用 (タスク)」

ウイルススキャンについて
データは、各種スキャンエンジンを使用するスキャンサービス vscanによってウイル
スから保護されます。スキャンエンジンとは、外部ホストに常駐するサード
パーティーのアプリケーションであり、ファイルで既知のウイルスを調べま
す。ファイルがウイルススキャンの候補となるのは、そのファイルシステムが vscan
サービスをサポートし、そのサービスが有効になっていて、ファイルのタイプが対
象外になっていない場合です。そして、ファイルが最新のウイルス定義でまだス
キャンされていない場合、またはファイルが最後にスキャンされた以後に変更され
ている場合、ファイルのオープンおよびクローズ操作中にウイルススキャンが実行
されます。

vscanサービスは、複数のスキャンエンジンを使用するように構成できます。vscan
サービスで 2つ以上のスキャンエンジンを使用することをお勧めします。ウイルス
スキャンの要求は、使用できるすべてのスキャンエンジンに配信されます。表 4–1
に、最新のパッチを使って構成された場合にサポートされるスキャンエンジンを示
します。

表 4–1 ウイルス対策スキャンエンジンソフトウェア

ウイルス対策ソフトウェア ICAPのサポート

Symantec Antivirus Scan Engine 4.3 サポートされています

Symantec Antivirus Scan Engine 5.1 サポートされています
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表 4–1 ウイルス対策スキャンエンジンソフトウェア (続き)
ウイルス対策ソフトウェア ICAPのサポート

Computer Associates eTrust AntiVirus 7.1

Computer Associates Integrated Threat Management 8.1

サポートされていません1

Trend Micro Interscan Web Security Suite (IWSS) 2.5 サポートされています

McAfee Secure Internet Gateway 4.5 サポートされています
1 Sun StorageTek 5000 NAS ICAP Server for Computer Associates Antivirus Scan Engineのインストールが必要です。この
パッケージはOracle Software Downloads (http://www.oracle.com/technetwork/indexes/downloads/index.html)から入手し
てください。

vscanサービスについて
リアルタイムスキャン方法の利点は、ファイルが使用される前に最新のウイルス定
義でスキャンされることです。この方法を使用することで、ウイルスがデータを危
険にさらす前にそれらを検出できます。

次は、ウイルススキャンプロセスについて説明したものです。

1. ユーザーがクライアントでファイルを開くと、vscanサービスにより、その
ファイルが最新のウイルス定義ですでにスキャンされているかどうか、およびそ
のファイルが最後にスキャンされた以後に変更されたかどうかに基づい
て、ファイルのスキャンが必要かどうかが判断されます。
■ ファイルのスキャンが必要な場合、そのファイルはスキャンエンジンに転送さ
れます。スキャンエンジンへの接続に失敗した場合、そのファイルは別のス
キャンエンジンに送信されます。使用できるスキャンエンジンがない場合、ウ
イルススキャンは失敗し、そのファイルへのアクセスが拒否される可能性があ
ります。

■ ファイルのスキャンが必要ない場合、クライアントはそのファイルへのアクセ
スを許可されます。

2. スキャンエンジンが最新のウイルス定義を使用してファイルをスキャンします。
■ ウイルスが検出された場合、そのファイルには隔離されたことを示すマークが
付けられます。隔離されたファイルの読み取り、実行、または名前の変更はで
きませんが、削除はできます。システムログには、隔離されたファイルの名前
とウイルスの名前が記録され、さらに監査が有効になっていた場合は、同じ情
報が含まれた監査レコードが作成されます。

■ ファイルが感染していない場合、そのファイルはスキャンスタンプでタグ付け
され、クライアントはそのファイルへのアクセスを許可されます。

vscanサービスについて
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vscanサービスの使用 (タスク)
ファイルのウイルススキャンは、次の要件が満たされたときに使用できます。

■ 1つ以上のスキャンエンジンがインストールされ、構成されている。
■ ファイルが、ウイルススキャンをサポートしているファイルシステム上に存在す
る。

■ そのファイルシステムでウイルススキャンが有効になっている。

■ vscanサービスが有効になっている。
■ vscanサービスが、指定されたファイルタイプのファイルをスキャンするように
構成されている。

次の表は、vscanサービスを設定するために行うタスクを示しています。

タスク 説明 参照先

スキャンエンジンをインス
トールします。

表 4–1に示す、サポートされている
サードパーティー製品を 1つ以上イ
ンストールし、構成します。

製品のドキュメントを参照し
てください。

ファイルシステムでウイル
ススキャンを使用できるよ
うにします。

ZFSファイルシステムでのウイルス
スキャンを有効にします。デフォル
トでは、スキャンは無効になってい
ます。

72ページの「ファイルシステ
ムでウイルススキャンを有効
にする方法」

vscanサービスを有効にしま
す。

スキャンサービスを開始します。 72ページの「vscanサービス
を有効にする方法」

スキャンエンジンを vscan
サービスに追加します。

特定のスキャンエンジンを vscan
サービスに組み込みます。

72ページの「スキャンエンジ
ンを追加する方法」

vscanサービスを構成しま
す。

vscanプロパティーを表示および変
更します。

73ページの「vscanプロパ
ティーを表示する方法」

73ページの「vscanプロパ
ティーを変更する方法」

特定のファイルタイプ向け
に vscanサービスを構成し
ます。

スキャンに組み込んだり、スキャン
から除外したりするファイルタイプ
を指定します。

74ページの「ウイルスス
キャンからファイルを除外す
る方法」

vscanサービスの使用 (タスク)
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▼ ファイルシステムでウイルススキャンを有効にす
る方法
ファイルのウイルススキャンを可能にするには、ファイルシステムコマンドを使用
します。たとえば、ZFSファイルシステムをウイルススキャンに組み込むに
は、zfs(1M)コマンドを使用します。

ZFSファイルシステムでは、一部の管理タスクを特定のユーザーに委託できます。委
託管理の詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の第 8
章「Oracle Solaris ZFS委任管理」を参照してください。

ZFS File System Managementまたは ZFS Storage Management権利プロファイルが割り当
てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられて
いる管理権限を使用する方法」を参照してください。

ZFSファイルシステム、たとえば pool/volumes/vol1でのウイルススキャンを有効に
します。
# zfs set vscan=on path/pool/volumes/vol1

▼ vscanサービスを有効にする方法
VSCAN Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があ
ります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参
照してください。

ウイルススキャンサービスを有効にします。
# svcadm enable vscan

▼ スキャンエンジンを追加する方法
VSCAN Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があ
ります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参
照してください。

デフォルトのプロパティーを使用してスキャンエンジンを vscanサービスに追加する
には、次を入力します。
# vscanadm add-engine engine_ID

詳細は、vscanadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

始める前に
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▼ vscanプロパティーを表示する方法
VSCAN Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があ
ります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参
照してください。

すべてのスキャンエンジンまたは特定のスキャンエンジンについて、vscanサービス
のプロパティーを表示します。

■ 特定のスキャンエンジンのプロパティーを表示するには、次を入力します。
# vscanadm get-engine engineID

■ すべてのスキャンエンジンのプロパティーを表示するには、次を入力します。
# vscanadm get-engine

■ vscanサービスのいずれかのプロパティーを表示するには、次を入力します。
# vscanadm get -p property

ここで、propertyは vscanadm(1M)コマンドのマニュアルページに記載されている
パラメータの 1つです。

たとえば、スキャンできるファイルの最大サイズを表示する場合は次を入力しま
す。

# vscanadm get max-size

▼ vscanプロパティーを変更する方法
特定のスキャンエンジンのプロパティーや vscanサービスの一般プロパティーを変更
できます。多くのスキャンエンジンではスキャンできるファイルのサイズが制限さ
れているため、vscanサービスのmax-sizeプロパティーをスキャンエンジンの最大許
容サイズ以下の値に設定する必要があります。その際、最大サイズよりも大き
く、そのためにスキャンされないファイルをアクセス可能にするかどうかを定義し
ます。

VSCAN Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があ
ります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参
照してください。

vscanadm showコマンドを使用して現在のプロパティーを表示します。

ウイルススキャンの最大サイズを、たとえば 128Mバイトに設定します。
# vscanadm set -p max-size=128M

始める前に
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そのサイズのせいでスキャンされないファイルへのアクセスが拒否されるように指
定します。
# vscanadm set -p max-size-action=deny

詳細は、vscanadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

▼ ウイルススキャンからファイルを除外する方法
ウイルス対策保護を有効にした場合、特定のタイプのすべてのファイルがウイルス
スキャンから除外されるように指定できます。vscanサービスはシステムのパ
フォーマンスに影響を与えるため、特定のファイルタイプをウイルススキャンの対
象とすることで、システムリソースを節約できます。

VSCAN Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があ
ります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参
照してください。

ウイルススキャンに含まれているすべてのファイルタイプの一覧を表示します。
# vscanadm get -p types

ウイルススキャンの対象となるファイルのタイプを指定します。

■ 特定のファイルタイプ、たとえば JPEGタイプをウイルススキャンから除外しま
す。
# vscanadm set -p types=-jpg,+*

■ 特定のファイルタイプ、たとえば実行可能ファイルをウイルススキャンに含めま
す。
# vscanadm set -p types=+exe,-*

詳細は、vscanadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

3
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デバイスアクセスの制御 (タスク)

この章では、デバイスを保護するための作業について説明するとともに、参考とな
るセクションを示します。この章の内容は次のとおりです。

■ 75ページの「デバイスポリシーの構成 (タスク)」
■ 77ページの「デバイス割り当ての管理 (タスク)」
■ 83ページの「デバイスの割り当て (タスク)」
■ 86ページの「デバイスの保護 (参照)」

デバイスの保護についての概要は、41ページの「デバイスアクセスの制御」を参照
してください。

デバイスポリシーの構成 (タスク)
デバイスポリシーは、システムに不可欠なデバイスに対するアクセスの制限または
防止を行うものです。このポリシーはカーネルで適用されます。

デバイスポリシーの構成 (タスクマップ)
次のタスクマップは、デバイスポリシーに関連するデバイス構成作業の参照先を示
しています。

タスク 説明 参照先

システム上のデバイスのデバイス
ポリシーを表示します。

デバイスとそれらのデバイスポリシーの
一覧を表示します。

76ページの「デバイスポリシーを表示
する方法」

デバイスポリシーの変更を監査し
ます。

デバイスポリシーの変更を監査トレール
内に記録します。

76ページの「デバイスポリシーの変更
を監査する方法」
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タスク 説明 参照先

/dev/arpにアクセスします。 Oracle Solaris IP MIB-II情報を取得します。 77ページの「/dev/*デバイスから IP
MIB-II情報を取得する方法」

▼ デバイスポリシーを表示する方法
システム上のすべてのデバイスのデバイスポリシーを表示します。
% getdevpolicy | more

DEFAULT

read_priv_set=none

write_priv_set=none

ip:*

read_priv_set=net_rawaccess

write_priv_set=net_rawaccess

...

特定のデバイスのデバイスポリシーを表示する

この例では、3つのデバイスのデバイスポリシーが表示されています。

% getdevpolicy /dev/allkmem /dev/ipsecesp /dev/bge

/dev/allkmem

read_priv_set=all

write_priv_set=all

/dev/ipsecesp

read_priv_set=sys_net_config

write_priv_set=sys_net_config

/dev/bge

read_priv_set=net_rawaccess

write_priv_set=net_rawaccess

▼ デバイスポリシーの変更を監査する方法
デフォルトでは、as監査クラスに、AUE_MODDEVPLCY監査イベントが含まれます。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

AUE_MODDEVPLCY監査イベントを含む監査クラスをあらかじめ選択します。
# auditconfig -getflags

current-flags
# auditconfig -setflags current-flags,as

詳細な手順については、594ページの「監査クラスを事前選択する方法」を参照して
ください。
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▼ /dev/*デバイスから IP MIB-II情報を取得する方法
Oracle Solaris IP MIB-II情報を取得するアプリケーションは、/dev/ipではなく
/dev/arpを開く必要があります。

/dev/ipおよび /dev/arpのデバイスポリシーを決定します。
% getdevpolicy /dev/ip /dev/arp

/dev/ip

read_priv_set=net_rawaccess

write_priv_set=net_rawaccess

/dev/arp

read_priv_set=none

write_priv_set=none

/dev/ipの読み取りおよび書き込みには、net_rawaccess特権が必要であることに注
意してください。/dev/arpは特権を必要としません。

/dev/arpを開き、tcpモジュールと udpモジュールをプッシュします。

特権は不要です。この方法は、/dev/ipを開いて arp、tcp、および udpモジュールを
プッシュするのと同じです。現在、/dev/ipを開くには特権が必要なため、/dev/arp

メソッドを推奨します。

デバイス割り当ての管理 (タスク)
デバイス割り当ては一般に、デバイスセキュリティーの追加の層が必要なサイトで
実装されます。通常、割り当て可能なデバイスにアクセスするユーザーには承認が
必要です。

デバイス割り当ての管理 (タスクマップ)
次のタスクマップは、デバイス割り当ての有効化、構成、およびトラブル
シューティングを行うための手順を示しています。デフォルトではデバイス割り当
ては有効になっていません。デバイス割り当てを有効にしたあと、デバイスを割り
当てるための手順について 83ページの「デバイスの割り当て (タスク)」を参照して
ください。

タスク 説明 参照先

デバイスを割り当て可能に
します。

デバイス割り当てを無効に
します。

デバイスを一度に 1人のユーザーに割り当てら
れるようにします。

すべてのデバイスの割り当て制限を解除しま
す。

78ページの「デバイス割り当てを有効
にする方法」
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タスク 説明 参照先

ユーザーによるデバイス割
り当てを承認します。

デバイス割り当ての承認をユーザーに与えま
す。

79ページの「ユーザーによるデバイス
割り当てを承認する方法」

システム上の割り当て可能
なデバイスを表示します。

割り当てが可能なデバイスと、そのデバイス
の状態を一覧表示します。

79ページの「デバイスの割り当て情報
を表示する方法」

デバイスを強制的に割り当
てます。

デバイスを、ただちに必要とするユーザーに
割り当てます。

80ページの「デバイスを強制的に割り
当てる方法」

デバイスの割り当てを強制
的に解除します。

現在ユーザーに割り当てられているデバイス
の割り当てを解除します。

80ページの「デバイスの割り当てを強
制的に解除する方法」

デバイスの割り当てプロパ
ティーを変更します。

デバイスを割り当てるための要件を変更しま
す。

81ページの「割り当て可能デバイスの
変更方法」

デバイス割り当てを監査し
ます。

デバイス割り当てを監査トレールに記録しま
す

82ページの「デバイス割り当てを監査
する方法」

デバイスクリーンスクリプ
トを作成します。

物理デバイスからデータを一掃します。 94ページの「新しいデバイスクリーン
スクリプトの作成」

▼ デバイス割り当てを有効にする方法
Device Security権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

デバイス割り当てサービスを有効にし、このサービスが有効になっていることを確
認します。
# svcadm enable svc:/system/device/allocate

# svcs -x allocate

svc:/system/device/allocate:default (device allocation)

State: online since September 10, 2011 01:10:11 PM PDT

See: allocate(1)

See: deallocate(1)

See: list_devices(1)

See: device_allocate(1M)

See: mkdevalloc(1M)

See: mkdevmaps(1M)

See: dminfo(1M)

See: device_maps(4)

See: /var/svc/log/system-device-allocate:default.log

Impact: None.

デバイス割り当てサービスを無効にするには、disableサブコマンドを使用します。
# svcadm disable device/allocate

始める前に

1

2

デバイス割り当ての管理 (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月78



▼ ユーザーによるデバイス割り当てを承認する方法
User Security権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。権利プロファイルには、solaris.auth.delegate承認が含まれている必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

適切な承認とコマンドが入った権利プロファイルを作成します。
一般には、solaris.device.allocate承認を含む権利プロファイルを作成します。181
ページの「権利プロファイルを作成する方法」の説明に従って操作してくださ
い。権利プロファイルに、次に示すような適切なプロパティーを指定します。

■ 権利プロファイル名: Device Allocation

■ 付与される承認: solaris.device.allocate
■ 特権を持つコマンド: sys_mount特権を持つ mount、および sys_mount特権を持つ

umount

(省略可能)権利プロファイルの役割を作成します。
177ページの「役割を作成する方法」の手順に従います。次に示す役割プロパ
ティーを参考にしてください。

■ 役割名: devicealloc
■ 役割の完全名: Device Allocator

■ 役割の説明: Allocates and mounts allocated devices

■ 権利プロファイル: Device Allocation

この権利プロファイルは、この役割に含まれているプロファイルのリストの先頭
に存在する必要があります。

権利プロファイルを承認されたユーザーまたは承認された役割に割り当てます。

これらのユーザーにデバイス割り当ての方法を教えます。
リムーバブルメディアの割り当て例は、83ページの「デバイスを割り当てる方
法」を参照してください。

▼ デバイスの割り当て情報を表示する方法
78ページの「デバイス割り当てを有効にする方法」を完了している必要がありま
す。

Device Security権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。
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システム上の割り当て可能デバイスについての情報を表示します。
# list_devices device-name

device-nameは次のいずれかです。

■ audio[n] –マイクとスピーカーです。
■ fd[n] –フロッピーディスクドライブです。
■ rmdisk[n] –リムーバブルメディアデバイスです (USBなど)。
■ sr[n] – CD-ROMドライブです。
■ st[n] –テープドライブです。

list_devicesコマンドが次のようなエラーメッセージを返す場合は、デバイス割り
当てが有効になっていないか、情報を取得するために必要なアクセス権がありませ
ん。

list_devices: No device maps file entry for specified device.

コマンドを実行するには、デバイス割り当てを有効にし、solaris.device.revoke承
認のある役割になります。

▼ デバイスを強制的に割り当てる方法
強制的な割り当ては、誰かがデバイスの割り当て解除を忘れた場合や、デバイスを
ただちに使用する必要がある場合などに行います。

solaris.device.revoke承認が割り当てられている管理者になる必要があります。詳
細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してくだ
さい。

自分の役割に適切な承認が含まれているか確認します。
$ auths

solaris.device.allocate solaris.device.revoke

デバイスを必要としているユーザーにデバイスを強制的に割り当てます。

この例では、USBドライブがユーザー jdoeに強制的割り当てられます。
$ allocate -U jdoe

▼ デバイスの割り当てを強制的に解除する方法
ユーザーが割り当てたデバイスは、プロセスの終了時やそのユーザーのログアウト
の際に自動的に割り当てが解除されることはありません。強制的な割り当て解除
は、ユーザーがデバイスの割り当てを解除することを忘れた場合に行います。

●

注意事項
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solaris.device.revoke承認が割り当てられている管理者になる必要があります。詳
細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してくだ
さい。

自分の役割に適切な承認が含まれているか確認します。
$ auths

solaris.device.allocate solaris.device.revoke

デバイスの割り当てを強制的に解除します。

この例では、プリンタの割り当てが強制的に解除されます。現在、このプリンタは
ほかのユーザーが割り当てを行える状態にあります。

$ deallocate -f /dev/lp/printer-1

▼ 割り当て可能デバイスの変更方法
この作業を行うには、デバイス割り当てが有効になっていなければなりません。デ
バイス割り当てを有効にするには、78ページの「デバイス割り当てを有効にする方
法」を参照してください。root役割になる必要があります。

承認が必要であるかどうかを指定するか、あるいは solaris.device.allocate承認を
指定します。

device_allocateファイルのデバイスエントリにある 5つ目のフィールドを変更しま
す。

audio;audio;reserved;reserved;solaris.device.allocate;/etc/security/lib/audio_clean

fd0;fd;reserved;reserved;solaris.device.allocate;/etc/security/lib/fd_clean

sr0;sr;reserved;reserved;solaris.device.allocate;/etc/security/lib/sr_clean

solaris.device.allocateは、デバイスの使用に solaris.device.allocate承認が必要
であることを示します。

任意のユーザーによるデバイス割り当てを許可する

次の例では、システム上のどのユーザーも任意のデバイスを割り当てることができ
ます。device_allocateファイルの各デバイスエントリ内にある 5番目のフィールド
は、単価記号 (@)に変更されました。

# pfedit /etc/security/device_allocate

audio;audio;reserved;reserved;@;/etc/security/lib/audio_clean

fd0;fd;reserved;reserved;@;/etc/security/lib/fd_clean

sr0;sr;reserved;reserved;@;/etc/security/lib/sr_clean

...
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一部の周辺機器の使用を防止する

次の例では、オーディオデバイスの使用が禁止されています。device_allocate

ファイルのオーディオデバイスエントリにある 5番目のフィールドは、アスタリス
ク (*)に変更されました。

# pfedit /etc/security/device_allocate

audio;audio;reserved;reserved;*;/etc/security/lib/audio_clean

fd0;fd;reserved;reserved;solaris device.allocate;/etc/security/lib/fd_clean

sr0;sr;reserved;reserved;solaris device.allocate;/etc/security/lib/sr_clean

...

すべての周辺機器の使用を防止する

次の例では、使用できる周辺機器はありません。device_allocateファイルの各デバ
イスエントリにある 5番目のフィールドは、アスタリスク (*)に変更されました。

# pfedit /etc/security/device_allocate

audio;audio;reserved;reserved;*;/etc/security/lib/audio_clean

fd0;fd;reserved;reserved;*;/etc/security/lib/fd_clean

sr0;sr;reserved;reserved;*;/etc/security/lib/sr_clean

...

▼ デバイス割り当てを監査する方法
デフォルトでは、デバイス割り当てコマンドは、監査クラス otherの状態です。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

ot監査クラスを事前選択します。
$ auditconfig -getflags

current-flags
$ auditconfig -setflags current-flags,ot

詳細な手順については、594ページの「監査クラスを事前選択する方法」を参照して
ください。
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デバイスの割り当て (タスク)
デバイス割り当ては、一度に 1人のユーザーだけが使用できるようにデバイスを予
約 (確保)する作業です。マウントポイントが必要なデバイスはマウントする必要が
あります。次の手順でユーザーに、デバイスを割り当てる方法を示します。

▼ デバイスを割り当てる方法
78ページの「デバイス割り当てを有効にする方法」の説明に従って、デバイス割り
当てが有効になっている必要があります。承認が必要な場合は、そのユーザーは承
認を得ていなければなりません。

デバイスを割り当てます。
デバイス名でデバイスを指定します。
% allocate device-name

デバイスが割り当てられたことを検証します。
同じコマンドをもう一度実行します。
% allocate device-name
allocate. Device already allocated.

マイクを割り当てる

この例では、ユーザー jdoeがマイクロフォン audio0を割り当てます。

% whoami

jdoe

% allocate audio0

プリンタを割り当てる

この例では、ユーザーがプリンタを割り当てます。このユーザーが printer-1の割り
当てを解除するか、このプリンタが強制的にほかのユーザーに割り当てられるま
で、ほかのユーザーはこのプリンタを使用できません。

% allocate /dev/lp/printer-1

強制的な割り当て解除の例については、80ページの「デバイスの割り当てを強制的
に解除する方法」を参照してください。

USBドライブの割り当て

この例では、ユーザーがUSBドライブ rmdisk1を割り当てます。

% allocate rmdisk1
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allocateコマンドがデバイスを割り当てることができない場合は、コンソール
ウィンドウにエラーメッセージが表示されます。割り当てのエラーメッセージにつ
いては、allocate(1)のマニュアルページを参照してください。

▼ 割り当て済みデバイスをマウントする方法
適切な特権が付与されている場合、デバイスは自動的にマウントします。デバイス
がマウントに失敗した場合は、この手順に従います。

デバイスをすでに割り当てている必要があります。79ページの「ユーザーによるデ
バイス割り当てを承認する方法」の説明に従って、デバイスをマウントするために
必要な特権が割り当てられています。

デバイスの割り当てまたはマウントが行える役割になります。
% su - role-name
Password: <Type role-name password>
$

この役割のホームディレクトリにマウントポイントを作成し、このマウントポイン
トを保護します。
この手順を実行する必要があるのは、マウントポイントがはじめて必要になったと
きだけです。
$ mkdir mount-point ; chmod 700 mount-point

割り当てが可能なデバイスを一覧表示します。
$ list_devices -l

List of allocatable devices

デバイスを割り当てます。
デバイス名でデバイスを指定します。
$ allocate device-name

デバイスをマウントします。
$ mount -o ro -F filesystem-type device-path mount-point

各情報の意味は次のとおりです。

-o ro デバイスは読み取り専用としてマウントされることを示しま
す。デバイスを書き込み可能にするには、-o rwを使用します。

-F filesystem-type デバイスのファイルシステムフォーマットを示します。一般
に、CD-ROMはHSFSファイルシステムでフォーマットされてい
ます。フロッピーディスクは、一般に PCFSファイルシステムで
フォーマットされています。

注意事項
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device-path デバイスへのパスを示します。list_devices -lコマンドの出力
には、device-pathが含まれます。

mount-point 手順 2で作成したマウントポイントを示します。

CD-ROMドライブを割り当てる

この例では、ユーザーはCD-ROMドライブ sr0の割り当てとマウントが行える役割
を引き受けます。このドライブは、HSFSファイルシステムでフォーマットされてい
ます。

% roles

devicealloc

% su - devicealloc

Password: <Type devicealloc password>
$ mkdir /home/devicealloc/mymnt

$ chmod 700 /home/devicealloc/mymnt

$ list_devices -l

...

device: sr0 type: sr files: /dev/sr0 /dev/rsr0 /dev/dsk/c0t2d0s0 ...

...

$ allocate sr0

$ mount -o ro -F hsfs /dev/sr0 /home/devicealloc/mymnt

$ cd /home/devicealloc/mymnt ; ls

List of the contents of CD-ROM

mountコマンドがデバイスをマウントできない場合は、「mount: insufficient

privileges」というエラーメッセージが表示されます。次の点を確認します。
■ mountコマンドをプロファイルシェルで実行していることを確認します。役割を
引き受けた場合は、その役割にプロファイルシェルがあります。mountコマンド
でプロファイルを割り当てられたユーザーの場合、プロファイルシェルを作成す
る必要があります。使用可能なプロファイルシェルのリストについて
は、pfexec(1)を参照してください。

■ 指定されたマウントポイントを所有していることを確認します。このマウントポ
イントに対する読み取り、書き込み、および実行のアクセス権が必要です。

以上の要件を満たしているにもかかわらず割り当て済みデバイスをマウントできな
いという場合は、管理者に問い合わせてください。189ページの「RBACと特権の割
り当てをトラブルシューティングする方法」から開始します。
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▼ デバイスの割り当てを解除する方法
割り当てを解除すると、ほかのユーザーもユーザーの使用後にそのデバイスを割り
当てて使用できるようになります。

デバイスをすでに割り当てていなければなりません。

デバイスがマウントされている場合は、デバイスのマウントを解除します。
$ cd $HOME

$ umount mount-point

デバイスの割り当てを解除します。
$ deallocate device-name

マイクの割り当てを解除する

この例では、ユーザー jdoeがマイク audioの割り当てを解除します。

% whoami

jdoe

% deallocate audio0

CD-ROMドライブの割り当てを解除する

この例では、Device Allocator役割が、CD-ROMドライブの割り当てを解除しま
す。次のメッセージが表示されたあとで、CD-ROMが取り出されます。

$ whoami

devicealloc

$ cd /home/devicealloc

$ umount /home/devicealloc/mymnt

$ ls /home/devicealloc/mymnt

$

$ deallocate sr0

/dev/sr0: 326o

/dev/rsr0: 326o

...

sr_clean: Media in sr0 is ready. Please, label and store safely.

デバイスの保護 (参照)
Oracle Solarisでのデバイスは、カーネルのデバイスポリシーによって保護されま
す。周辺機器は、デバイス割り当てによって保護できます。デバイス割り当て
は、ユーザーレベルで任意に有効化と適用が行われます。
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デバイスポリシーコマンド
デバイス管理コマンドは、ローカルファイルのデバイスポリシーを管理するコマン
ドです。デバイスポリシーは特権要件を含むことができます。Device Managementお
よびDevice Security権利プロファイルが割り当てられているユーザーはデバイスを管
理できます。

次の表は、デバイス管理コマンドを示しています。

表 5–1 デバイス管理コマンド

コマンドのマニュアル
ページ 目的

devfsadm(1M) 稼働しているシステム上のデバイスとデバイスドライバを管理します。ま
た、デバイスポリシーの読み込みも行います。

devfsadmコマンドは、ディスクデバイス、テープデバイス、ポートデバイ
ス、オーディオデバイス、および擬似デバイスに対する /devリンクのク
リーンアップにも使用できます。名前付きドライバのデバイスの再構成も
行えます。

getdevpolicy(1M) 1つ以上のデバイスに関連付けられたポリシーを表示します。このコマン
ドはどのユーザーでも実行できます。

add_drv(1M) 稼働中のシステムに新しいデバイスドライバを追加します。新しいデバイ
スにデバイスポリシーを追加するオプションを含みます。一般に、このコ
マンドはデバイスドライバのインストール中にスクリプト内で呼び出され
ます。

update_drv(1M) 既存のデバイスドライバの属性を更新します。デバイスのデバイスポリ
シーを更新するオプションを含みます。一般に、このコマンドはデバイス
ドライバのインストール中にスクリプト内で呼び出されます。

rem_drv(1M) デバイスまたはデバイスドライバを削除します。

デバイスの割り当て
デバイス割り当てによって、データの消失、コンピュータウイルス、セキュリ
ティー侵害などからサイトを保護できます。デバイスポリシーと違い、デバイス割
り当ては任意です。デバイス割り当ては、割り当て可能デバイスへのアクセスを制
限するのに承認を使用します。
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デバイス割り当てのコンポーネント
デバイス割り当てメカニズムのコンポーネントは、次のとおりです。

■ svc:/system/device/allocateサービス。詳細は、smf(5)のマニュアルページおよ
びデバイス割り当てコマンドのマニュアルページを参照してください。

■ allocate、deallocate、dminfo、list_devicesコマンド。詳細は、89ページ
の「デバイス割り当てコマンド」を参照してください。

■ Device ManagementおよびDevice Security権利プロファイル。詳細は、88ページ
の「デバイス割り当て権利プロファイル」を参照してください。

■ 各割り当て可能デバイスのデバイスクリーンスクリプト。

これらのコマンドとスクリプトは、次のローカルファイルを使用してデバイス割り
当てを実装します。

■ /etc/security/device_allocateファイル。詳細は、device_allocate(4)のマ
ニュアルページを参照してください。

■ /etc/security/device_mapsファイル。詳細は、device_maps(4)のマニュアル
ページを参照してください。

■ ロックファイル。割り当て可能デバイスごとに /etc/security/devディレクトリ
に配置します。

■ 各割り当て可能デバイスに関連付けられたロックファイルの変更後の属性。

注 – /etc/security/devディレクトリは、将来のOracle Solarisリリースでサポートさ
れなくなる可能性があります。

デバイス割り当てサービス
svc:/system/device/allocateサービスは、デバイス割り当てを制御します。この
サービスは、デフォルトでは無効になっています。

デバイス割り当て権利プロファイル
デバイスおよびデバイス割り当てを管理するには、Device ManagementおよびDevice
Security権利プロファイルが必要です。

これらの権利プロファイルには、次の承認が含まれています。

■ solaris.device.allocate –デバイスを割り当てるために必要
■ solaris.device.cdrw – CD-ROMの読み取りと書き込みを行うために必要
■ solaris.device.config –デバイスの属性を構成するために必要
■ solaris.device.mount.alloptions.fixed –固定デバイスのマウント時にマウント
オプションを指定するために必要
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■ solaris.device.mount.alloptions.removable –リムーバブルデバイスのマウント
時にマウントオプションを指定するために必要

■ solaris.device.mount.fixed –固定デバイスをマウントするために必要
■ solaris.device.mount.removable –リムーバブルデバイスをマウントするために必
要

■ solaris.device.revoke –デバイスを取り消すか、または再利用するために必要

デバイス割り当てコマンド
大文字のオプションが指定された allocate、deallocate、および list_devicesコマ
ンドは管理コマンドです。それ以外ではこれらのコマンドはユーザーコマンドで
す。次の表は、デバイス割り当てコマンドを示しています。

表 5–2 デバイス割り当てコマンド

コマンドのマニュアル
ページ 目的

dminfo(1M) デバイスタイプ、デバイス名、またはフルパス名を指定して、割り当て可
能デバイスを検索します。

list_devices(1) 割り当て可能なデバイスのステータスを表示します。

device_mapsファイルにリストされたデバイスに関連付けられている、デバ
イス特殊ファイルを列挙します。

-Uオプションがあると、割り当て可能なデバイス、または指定された
ユーザー IDに割り当てられているデバイスを一覧表示します。このオプ
ションを使用すると、別のユーザーに割り当てることができるデバイスま
たは割り当て済みのデバイスを確認できます。このコマンドを実行するに
は、ユーザーまたは役割に solaris.device.revoke承認がなければなりませ
ん。

allocate(1) 1人のユーザーだけが使用できるように割り当て可能デバイスを予約しま
す。

デフォルトでは、ユーザーはデバイス割り当てを行うのに
solaris.device.allocate承認が必要です。ユーザー承認を必要としないよ
うに、device_allocateファイルを変更することもできます。そのように変
更した場合、システム上のどのユーザーでもデバイスの使用割り当てを要
求できます。

deallocate(1) デバイスから割り当て予約を削除します。

割り当てコマンドの承認

デフォルトでは、ユーザーが割り当て可能デバイスを予約するには
solaris.device.allocate承認を必要とします。solaris.device.allocate承認を含め
る権利プロファイルを作成する方法については、79ページの「ユーザーによるデバ
イス割り当てを承認する方法」を参照してください。
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管理者は、どのデバイスの割り当て状態を変更するにも solaris.device.revoke承認
が必要です。たとえば、allocateおよび list_devicesコマンドの -Uオプション
や、deallocateコマンドの -Fオプションは、solaris.device.revoke承認が必要で
す。

詳細は、220ページの「承認を必要とする特別なコマンド」を参照してください。

割り当てエラー状態
deallocateコマンドが割り当ての解除に失敗する場合、または allocateコマンドが
割り当てに失敗する場合は、デバイスは「割り当てエラー状態」になります。割り
当て可能デバイスが割り当てエラー状態となった場合、そのデバイスの割り当てを
強制的に解除する必要があります。割り当てエラー状態を処理できるのは、Device
Management権利プロファイルまたはDevice Security権利プロファイルを持つ
ユーザーまたは役割だけです。

Fオプションを指定した -deallocateコマンドは、割り当て解除を強制します。ある
いは、allocate -Uを実行してデバイスを特定のユーザーに割り当てることもできま
す。いったんデバイスが割り当てられると、発生したエラーメッセージを調査でき
ます。デバイスに関する問題が解決されたあとで、そのデバイスの割り当てを強制
的に解除できます。

device_mapsファイル
デバイス割り当てを設定すると、デバイスマップが作成されま
す。/etc/security/device_mapsファイルには、割り当て可能な各デバイスに関連付
けられたデバイス名、デバイスタイプ、およびデバイス特殊ファイルが含まれてい
ます。

直観的にはわかりにくい各デバイスのために、device_mapsファイルはデバイス特殊
ファイルのマッピングを定義します。このファイルによって、プログラムはどのデ
バイス特殊ファイルがどのデバイスに割り当てられているかを検出できます。たと
えば、dminfoコマンドを使用すると、デバイス名、デバイスの種類およびデバイス
特殊ファイルを取得して、割り当て可能なデバイスを設定するときに指定できま
す。dminfoコマンドは、device_mapsファイルを使用してデバイス割り当て情報を報
告します。

各デバイスは、次の形式の 1行のエントリで表されます。

device-name:device-type:device-list

例 5–11 device_mapsエントリの例

次に、フロッピーディスクドライブ fd0の device_mapsファイル内にあるエントリの
例を示します。
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例 5–11 device_mapsエントリの例 (続き)

fd0:\

fd:\

/dev/diskette /dev/rdiskette /dev/fd0a /dev/rfd0a \

/dev/fd0b /dev/rfd0b /dev/fd0c /dev/fd0 /dev/rfd0c /dev/rfd0:\

device_mapsファイル内の行は、バックスラッシュ (\)で終了することにより、エン
トリを次の行に続けることができます。コメントも挿入できます。ポンド記号 (#)を
付けると、1つ前の行末にバックスラッシュのない改行まで、それに続くすべてのテ
キストはコメントになります。どのフィールドでも先行ブランクと後続ブランクを
使用できます。フィールドの定義は次のとおりです。

device-name デバイスの名前を指定します。現在のデバイス名の一覧を表示する方
法については、79ページの「デバイスの割り当て情報を表示する方
法」を参照してください。

device-type 汎用デバイスタイプを指定します。汎用名
は、st、fd、rmdisk、audioなどの、デバイスのクラスの名前で
す。device-typeでは、関連するデバイスが論理的にグループ化されま
す。

device-list 物理デバイスに関連付けられたデバイス特殊ファイルを一覧表示しま
す。device-listには、特定のデバイスにアクセスできるすべての特殊
ファイルが含まれている必要があります。リストが不完全な場合
は、悪意を持ったユーザーでも個人情報を入手または変更できま
す。device-listフィールドには、/devディレクトリに入っているデバ
イスファイルを指定します。

device_allocateファイル
デバイスを割り当て可能から割り当て不可能に変更したり、新しいデバイスを追加
したりするために、/etc/security/device_allocateファイルを変更できま
す。device_allocateファイルの例を次に示します。

st0;st;;;;/etc/security/lib/st_clean

fd0;fd;;;;/etc/security/lib/fd_clean

sr0;sr;;;;/etc/security/lib/sr_clean

audio;audio;;;*;/etc/security/lib/audio_clean

device_allocateファイル内のエントリは、デバイスが割り当て可能であると特に記
載していないかぎり、そのデバイスが割り当て可能であることを示しません。サン
プルの device_allocateファイルで、オーディオデバイスエントリの 5番目の
フィールドにあるアスタリスク (*)に注目してください。第 5フィールド内のアスタ
リスクは、そのデバイスが割り当て可能でないことをシステムに示します。つま
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り、このデバイスは使用できません。このフィールドにほかの値が入っている
か、あるいは値が入っていない場合は、デバイスが使用可能であることを示しま
す。

device_allocateファイルでは、各デバイスは次の形式の 1行のエントリで表されま
す。

device-name;device-type;reserved;reserved;auths;device-exec

device_allocateファイル内の行は、バックスラッシュ (\)で終了することによ
り、エントリを次の行に続けることができます。コメントも挿入できます。ポンド
記号 (#)を付けると、1つ前の行末にバックスラッシュのない改行まで、それに続く
すべてのテキストはコメントになります。どのフィールドでも先行ブランクと後続
ブランクを使用できます。フィールドの定義は次のとおりです。

device-name デバイスの名前を指定します。現在のデバイス名の一覧を表示する方
法については、79ページの「デバイスの割り当て情報を表示する方
法」を参照してください。

device-type 汎用デバイスタイプを指定します。汎用名は、st、fd、srなどのデ
バイスクラス名です。device-typeでは、関連するデバイスが論理的に
グループ化されます。デバイスを割り当て可能にするとき
は、device_mapsファイルの device-typeフィールドからデバイス名を
取得します。

reserved Oracleでは、reservedとマークされた 2つのフィールドを将来の使用
のために予約しています。

auths デバイスが割り当て可能であるかどうかを指定します。このフィール
ドにアスタリスク (*)が入っている場合は、デバイスが割り当て不可
能であることを示します。承認を示す文字列が入っている場合や、空
の場合は、デバイスが割り当て可能であることを示します。たとえ
ば、authsフィールド内の文字列 solaris.device.allocateは、そのデ
バイスを割り当てるには solaris.device.allocate承認が必要である
ことを示します。このフィールドに単価記号 (@)が入っている場合
は、どのユーザーでもそのデバイスを割り当てることができることを
示します。

device-exec 割り当てプロセス中にクリーンアップやオブジェクト再使用防止など
の特殊処理のために呼び出されるスクリプトのパス名を指定しま
す。device-execスクリプトは、デバイスに対して deallocateコマンド
を実行するたびに実行されます。

たとえば、sr0デバイスについての次のエントリは、CD-ROMドライブが
solaris.device.allocate承認を得たユーザーによって割り当て可能であることを示
します。
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sr0;sr;reserved;reserved;solaris.device.allocate;/etc/security/lib/sr_clean

デフォルトのデバイスとそれらの定義された特性を受け入れることを決定できま
す。新しいデバイスをインストールしたあとで、エントリを変更できます。使用前
に割り当てが必要なデバイスはすべて、そのデバイスのシステムの device_allocate

ファイルと device_mapsファイルで定義する必要があります。現在は、カートリッジ
テープドライブ、フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、リムーバブル
メディアデバイス、およびオーディオチップが、割り当て可能とみなされます。こ
れらのデバイスタイプには、デバイスクリーンスクリプトが用意されています。

注 – XylogicsおよびArchiveテープドライブもまた、SCSIデバイスのために提供され
ている st_cleanスクリプトを使用します。端末、グラフィックスタブレット、その
他の割り当て可能なデバイスなどのほかのデバイスについては、ユーザー独自のデ
バイスクリーンスクリプトを作成する必要があります。このスクリプトは、対応す
るデバイスタイプのオブジェクト再使用の要件を満たしている必要があります。

デバイスクリーンスクリプト
デバイス割り当てによって、セキュリティー監査者がオブジェクト再利用の要件と
呼ぶものの一部が満たされます。デバイスクリーンスクリプトは、使用可能なすべ
てのデータを、再利用の前に物理デバイスから消去するというセキュリティー要件
に対応します。データのクリアは、そのデバイスが別のユーザーによって割り当て
可能になる前に実行されます。デフォルトでは、カートリッジテープドライブ、フ
ロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、オーディオデバイスは、デバイス
クリーンスクリプトが必要です。Oracle Solarisではそのスクリプトが提供されま
す。このセクションでは、デバイスクリーンスクリプトが実行する処理について説
明します。

テープ用のデバイスクリーンスクリプト

st_cleanデバイスクリーンスクリプトでは、3つのテープデバイスがサポートされま
す。

■ SCSI ¼インチテープ
■ アーカイブ¼インチテープ
■ オープンリール½インチテープ

st_cleanスクリプトは、mtコマンドの rewofflオプションを使用してデバイスをク
リーンアップします。詳細は、mt(1)のマニュアルページを参照してください。この
スクリプトは、システムブート中に実行されると、デバイスを照会し、デバイスが
オンライン状態であるかどうかを確認します。デバイスがオンラインになっていた
場合、スクリプトはさらに、そのデバイスにメディアが挿入されているかどうかを
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調べます。¼インチのテープデバイスにメディアが挿入されていた場合、このデバ
イスは割り当てエラー状態になります。この場合、管理者はそのデバイスを手動で
クリーンアップする必要があります。

通常のシステム操作中に、deallocateコマンドを対話型モードで実行すると、メ
ディアを取り出すように求めるプロンプトが表示されます。割り当て解除は、デバ
イスからメディアが取り出されるまで見送られます。

フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブ用のデバイスク
リーンスクリプト

フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブ用として、次のデバイスクリーン
スクリプトが提供されています。

■ fd_cleanスクリプト –フロッピーディスクドライブ用デバイスクリーンスクリプ
ト。

■ sr_cleanスクリプト – CD-ROMドライブ用デバイスクリーンスクリプト。

これらのスクリプトは、ejectコマンドを使用してドライブからメディアを取り出し
ます。ejectコマンドが失敗すると、デバイスは割り当てエラー状態になります。詳
細は、eject(1)のマニュアルページを参照してください。

オーディオ用のデバイスクリーンスクリプト

オーディオデバイスは、audio_cleanスクリプトを使用してクリーンアップしま
す。スクリプトは、AUDIO_GETINFO ioctlシステムコールを実行してデバイスを読み取
ります。AUDIO_SETINFO ioctlシステムコールを実行してデバイス構成をデフォルトに
リセットします。

新しいデバイスクリーンスクリプトの作成

システムに新しく割り当て可能デバイスを追加する場合は、独自のデバイスク
リーンスクリプトを作成する必要があります。deallocateコマンドは、デバイスク
リーンスクリプトにパラメータを渡します。次に示すように、パラメータはデバイ
ス名を含む文字列です。詳細は、device_allocate(4)のマニュアルページを参照して
ください。

clean-script -[I|i|f|S] device-name

デバイスクリーンスクリプトは、成功時には「0」を、失敗時には「0」より大きな
値を、それぞれ返す必要があります。オプション -I、-f、および -Sは、スクリプト
の実行モードを決定します。
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-I システムをブートするときにだけ指定します。すべての出力は、システムコン
ソールに送られます。失敗した場合や、メディアを強制的に取り出せない場合
は、デバイスを割り当てエラー状態にします。

-i 出力が抑止される点を除き、-Iオプションと同じです。

-f 強制的なクリーンアップを行うときに指定します。このオプションは対話型で
あり、ユーザーがプロンプトに応答するものとみなします。このオプションが
付いたスクリプトは、クリーンアップの一部に失敗した場合に、クリーン
アップ全体を完了しようとします。

-S 標準クリーンアップを行うときに指定します。このオプションは対話型であ
り、ユーザーがプロンプトに応答するものとみなします。

デバイスの保護 (参照)
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BARTを使用したファイル整合性の検証
(タスク)

この章では、ファイル整合性ツール BARTについて説明します。BARTは、一定期間
にわたってシステム上のファイルの整合性を検証できるコマンド行ツールです。こ
の章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 97ページの「BART (概要)」
■ 100ページの「BARTの使用方法 (タスク)」
■ 110ページの「BART目録、規則ファイル、およびレポート (参照)」

BART (概要)
BARTは、暗号化強度チェックサムとファイルシステムメタデータを使用して変更を
判定する、ファイル整合性の走査および報告ツールです。BARTは、壊れたファイル
や異常なファイルを識別することによって、セキュリティー違反を検出したり、シ
ステム上のパフォーマンスの問題をトラブルシューティングしたりするのに役立ち
ます。BARTを使用すると、配備されたシステム上にインストールされているファイ
ルの相違が容易に、かつ確実に報告されるため、システムのネットワークの管理コ
ストを削減できます。

BARTを使用することで管理者は、既知のベースラインと比較し、ファイルレベルで
見てどのような変化がシステムに起きたかを確認できます。BARTを使用して、完全
にインストールおよび構成されたシステムからベースラインまたは制御目録を作成
します。作成したこのベースラインをあとでシステムのスナップショットと比較す
れば、システムのインストール以後にシステムで発生したファイルレベルの変化を
示すレポートが生成されます。

BARTの機能
BARTでは、強力で、かつ柔軟性の高い単純な構文が使用されます。このツールを使
用すると、一定期間にわたって特定のシステム上のファイル変更を追跡できま
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す。また、類似したシステム間のファイルの違いを追跡することもできます。この
ような比較は、壊れたファイルや異常なファイル、またはソフトウェアが期限切れ
になったシステムを見つけるのに役立ちます。

BARTには、ほかにも次のようなメリットや利用法があります。

■ どのファイルをモニターするかを指定できます。たとえば、ローカルなカスタマ
イズをモニターできます。これにより、ソフトウェアを容易に、かつ効率的に再
構成できるようになります。

■ システム性能の問題をトラブルシューティングできます。

BARTコンポーネント
BARTは、2つの主なファイルである目録と比較ファイル (つまり、レポート)を作成
します。オプションの規則ファイルを使用すると、目録やレポートをカスタマイズ
できます。

BART目録
目録は、特定の時点でのシステムのファイルレベルのスナップショットです。目録
にはファイルの属性に関する情報が含まれており、これには、いくつかの一意に識
別する情報 (チェックサムなど)を含めることができます。bart createコマンドのオ
プションは、特定のファイルやディレクトリをターゲットにすることができます。99
ページの「BART規則ファイル」で説明されているように、規則ファイルは、より

きめ細かなフィルタリングを提供できます。

注 –デフォルトでは、BARTは、ルート (/)ディレクトリの下にあるすべてのZFS
ファイルシステムをカタログ化します。その他のファイルシステムタイプ (NFS
ファイルシステムやTMPFSファイルシステムなど)、およびマウントされた
CD-ROMがカタログ化されます。

システムの目録は、Oracle Solarisの初期インストールの直後に作成できます。ま
た、サイトのセキュリティーポリシーを満たすようにシステムを構成したあとに目
録を作成することもできます。このタイプの制御目録によって、あとの比較のため
のベースラインが提供されます。

ベースライン目録を使用すると、一定期間にわたって同じシステム上のファイル整
合性を追跡できます。これはまた、ほかのシステムと比較するための基礎としても
使用できます。たとえば、ネットワーク上のほかのシステムのスナップショットを
作成したあと、これらの目録をベースライン目録と比較することができます。報告
されたファイルの相違は、ほかのシステムをベースラインシステムと同期化するた
めに何を行う必要があるかを示しています。

BART (概要)
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目録の形式については、110ページの「BART目録のファイル形式」を参照してくだ
さい。目録を作成するには、101ページの「制御目録を作成する方法」の説明に
従って、bart createコマンドを使用します。

BARTレポート
BARTレポートは、2つの目録間のファイルごとの相違を一覧表示します。相違と
は、両方の目録に対してカタログ化されている特定のファイルの任意の属性への変
更のことです。また、ファイルエントリの追加または削除も相違と見なされます。

有効な比較のためには、2つの目録が同じファイルシステムをターゲットにする必要
があります。また、同じオプションと規則ファイルを使用して目録を作成および比
較することも必要です。

レポートの形式については、112ページの「BARTレポート」を参照してくださ
い。レポートを作成するには、104ページの「一定期間内で同一システムの目録を比
較する方法」の説明に従って、bart compareコマンドを使用します。

BART規則ファイル
BART規則ファイルは、追加または除外のために特定のファイルやファイル属性を
フィルタリングしたり、ターゲットにしたりするために作成するファイルです。そ
のあと、BART目録およびレポートを作成するときにこのファイルを使用します。目
録を比較する場合、目録間の相違を報告するには規則ファイルが役立ちます。

注 –規則ファイルを使用して目録を作成する場合は、同じ規則ファイルを使用して比
較目録を作成する必要があります。また、目録を比較するときにも、この規則
ファイルを使用する必要があります。そうしないと、レポートによって、多くの無
効な相違が一覧表示されます。

規則ファイルを使用してシステム上の特定のファイルやファイル属性をモニターす
る場合は、計画が必要です。規則ファイルを作成する前に、システム上のどの
ファイルとファイル属性をモニターするかを決定してください。

ユーザーエラーの結果として、規則ファイルには、構文エラーやその他のあいまい
な情報が含まれている場合もあります。規則ファイルにエラーが含まれている場合
は、これらのエラーも報告されます。

規則ファイルの形式については、111ページの「BART規則ファイルの書式」および
bart_rules(4)のマニュアルページを参照してください。規則ファイルを作成するに
は、108ページの「規則ファイルを使用して BARTレポートをカスタマイズする方
法」を参照してください。

BART (概要)
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BARTの使用方法 (タスク)
bartコマンドは、目録を作成および比較するために使用されます。このコマンド
は、どのユーザーでも実行できます。ただし、ユーザーがファイルのカタログ化や
モニターを行うことができるのは、自分がアクセス権を持っているファイルだけで
す。そのため、ユーザーやほとんどの役割は自分のホームディレクトリ内のファイ
ルを有効にカタログ化できますが、rootアカウントは、システムファイルを含むす
べてのファイルをカタログ化できます。

BARTにおけるセキュリティー上の考慮事項
BART目録およびレポートは、だれでも読み取ることができます。BARTの出力に機
密情報が含まれている可能性がある場合は、出力を保護するための適切な対策を
取ってください。たとえば、アクセス権が制限された出力ファイルを生成するオプ
ションや、出力ファイルを保護されたディレクトリ内に配置するオプションを使用
します。

BARTの使用方法 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

BART目録を作成します。 システムにインストールされているファイルご
とに情報の一覧表示を生成します。

101ページの「制御目録を作成す
る方法」

カスタム BART目録を作成しま
す。

システムにインストールされている特定の
ファイルに関する情報の一覧を生成します。

103ページの「目録をカスタマイ
ズする方法」

BART目録を比較します。 一定期間における同一システムの変化を比較す
るレポートを生成します。

または、1つまたは複数のシステムを制御システ
ムと比較するレポートを生成します。

104ページの「一定期間内で同一
システムの目録を比較する方法」

106ページの「異なるシステムか
らの目録の比較方法」

(オプション) BARTレポートを
カスタマイズします。

次に示す方法のいずれかでカスタム BARTレ
ポートを生成します。
■ 属性を指定します
■ 規則ファイルを使用する

108ページの「ファイル属性を指
定して BARTレポートをカスタマ
イズする方法」

108ページの「規則ファイルを使
用して BARTレポートをカスタマ
イズする方法」

BARTの使用方法 (タスク)
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▼ 制御目録を作成する方法
この手順では、システムのベースライン目録を作成する方法について説明しま
す。このタイプの目録は、中央のイメージから多数のシステムをインストールする
ときに使用してください。または、インストールが同一であることを確認したい場
合は、このタイプの目録を使用して比較を実行してください。ベースライン目録の
詳細は、98ページの「BART目録」を参照してください。形式の規則を理解するに
は、例 6–1を参照してください。

注 –ネットワーク化されたファイルシステムをカタログ化しようとしないでくださ
い。BARTを使用して、ネットワーク化されたファイルシステムをモニターする
と、ほとんど価値のない目録を生成するために大量のリソースが消費されます。

システムの制御目録を作成するには、root役割になる必要があります。

サイトのセキュリティー要件を満たすようにOracle Solarisシステムをカスタマイズし
たあと、制御目録を作成し、その出力をファイルにリダイレクトします。
# bart create options > control-manifest

-R 目録の検査対象としてルートディレクトリを指定します。規則で指定されるパ
スはすべて、このディレクトリからの相対パスとなるように変換されます。目
録で報告されるパスはすべて、このディレクトリからの相対パスとなります。

-I カタログ化される個々のファイルの一覧 (コマンド行上で指定されるか、ある
いは標準入力から読み取られる)を受け入れます。

-r この目録の規則ファイルの名前です。-引数を指定すると、規則ファイルが標
準入力から読み取られます。

-n ファイルリストに挙げられたすべての通常ファイルの署名を無効にします。こ
のオプションは、パフォーマンスを上げる目的で使用できます。また、(シス
テムログファイルの場合のように)ファイルリストの内容が変わる予定がある
場合にも使用できます。

目録の内容を確認します。

形式については、例 6–1を参照してください。

(省略可能)目録を保護します。
システム目録を保護するための 1つの方法として、システム目録を rootアカウント
だけがアクセスできるディレクトリ内に配置します。
# mkdir /var/adm/log/bartlogs
# chmod 700 /var/adm/log/bartlogs
# mv control-manifest /var/adm/log/bartlogs

始める前に

1

2

3
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目録にわかりやすい名前をつけてください。たとえば、mach1-120312のように、目
録が作成されたシステム名と日付を使用します。

BART目録の形式の説明

この例では、出力例のあとに目録の形式の説明が表示されています。

# bart create

! Version 1.1

! HASH SHA256

! Friday, September 07, 2012 (22:22:27)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/ D 1024 40755 user::rwx,group::r-x,mask:r-x,other:r-x

3ebc418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090 0 0

.

.

.

/zone D 512 40755 user::rwx group::r-x,mask:r-x,other:r-x 3f81e892

154de3e7bdfd0d57a074c9fae0896a9e2e04bebfe5e872d273b063319e57f334 0 0

.

.

.

各目録は、ヘッダーとファイルエントリで構成されています。各ファイルエントリ
は、ファイルタイプに応じて 1行になります。たとえば、前の出力にある各ファイ
ルエントリの場合、タイプ Fはファイルを指定し、タイプ Dはディレクトリを指定し
ます。また、サイズ、内容、ユーザー ID、グループ ID、およびアクセス権も表示さ
れます。特殊文字を正しく処理するため、出力内のファイルエントリはエンコード
されたバージョンのファイル名でソートされます。この結果、すべてのエントリが
ファイル名をキーにして昇順に並べられます。標準でないファイル名 (改行文字やタ
ブ文字が埋め込まれたファイル名など)の場合はすべて、ソート前に非標準文字が引
用符で囲まれます。

!で始まる行には、目録についてのメタデータが示されてます。目録バージョン行に
は、目録の仕様バージョンが示されます。ハッシュ行には、使用されたハッシュメ
カニズムが示されます。チェックサムとして使用される SHA256ハッシュの詳細
は、sha2(3EXT)のマニュアルページを参照してください。

日付行には、目録が作成された日付が日付形式で示されます。date(1)のマニュアル
ページを参照してください。一部の行は、目録比較ツールによって無視されま
す。無視される行には、メタデータ、空行、空白のみで構成された行、および #で
始まるコメントが含まれます。

例6–1
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▼ 目録をカスタマイズする方法
目録は、次に示す方法のいずれかでカスタマイズできます。

■ サブツリーを指定する

個々のサブツリーの指定は、選択された重要なファイル (/etcディレクトリ内の
すべてのファイルなど)への変更をモニターするための効率的な方法です。

■ ファイル名を指定する

ファイル名の指定は、特に重要なファイル (データベースアプリケーションを構
成および実行するファイルなど)をモニターするための効率的な方法です。

■ 規則ファイルを使用する

規則ファイルを使用して目録の作成と比較を行うと、複数のファイルまたはサブ
ツリーの複数の属性を指定するという柔軟性が得られます。コマンド行から
は、目録またはレポート内のすべてのファイルに適用されるグローバルな属性定
義を指定できます。規則ファイルからは、グローバルには適用されない属性を指
定できます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

どのファイルのカタログ化とモニターを行うかを決定します。

次のオプションのいずれかを使用して、カスタムマニフェストを作成します。

■ サブツリーを指定する。

# bart create -R subtree
■ ファイル名 (1つまたは複数)を指定する。

# bart create -I filename...

例:

# bart create -I /etc/system /etc/passwd /etc/shadow

■ 規則ファイルを使用する。

# bart create -r rules-file

目録の内容を確認します。

(省略可能)目録を将来の使用のために保護されたディレクトリ内に保存します。
例については、101ページの「制御目録を作成する方法」の手順 3を参照してくださ
い。

始める前に
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ヒント –規則ファイルを使用した場合は、目録とともに規則ファイルを保存しま
す。有効な比較のためには、この規則ファイルを使用して比較を実行する必要があ
ります。

▼ 一定期間内で同一システムの目録を比較する方法
一定期間にわたって目録を比較することによって、壊れたファイルや異常なファイ
ルを見つけたり、セキュリティー違反を検出したり、システム上のパフォーマンス
の問題をトラブルシューティングしたりすることができます。

システムファイルを含む目録の作成と比較を行うには、root役割になる必要があり
ます。

システム上でモニターするファイルの制御目録を作成します。
# bart create -R /etc > control-manifest

(省略可能)目録を将来の使用のために保護されたディレクトリ内に保存します。
例については、101ページの「制御目録を作成する方法」の手順 3を参照してくださ
い。

あとで、制御目録と同一の目録を準備します。
# bart create -R /etc > test-manifest

2番目の目録を保護します。
# mv test-manifest /var/adm/log/bartlogs

2つの目録を比較します。
同じコマンド行オプションと規則ファイルを使用して、それらを作成するために使
用した目録を比較します。
# bart compare options control-manifest test-manifest > bart-report

BARTレポートを調べ、異常がないかを確認します。

一定期間にわたる同じシステムに対するファイル変更の追跡

この例は、一定期間にわたって /etcディレクトリの変更を追跡する方法を示してい
ます。このタイプの比較を使用すると、攻撃されたシステム上の重要なファイルを
見つけることができます。

■ 制御目録を作成します。

始める前に
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# cd /var/adm/logs/manifests

# bart create -R /etc > system1.control.090712

! Version 1.1

! HASH SHA256

! Friday, September 07, 2012 (11:11:17)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/.cpr_config F 2236 100644 owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/wr

ite_xattr/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchr

onize:allow,group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:all

ow,everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow

4e271c59 0 0 3ebc418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090

/.login F 1429 100644 owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_x

attr/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize

:allow,group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,ev

eryone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow

4bf9d6d7 0 3 ff6251a473a53de68ce8b4036d0f569838cff107caf1dd9fd04701c48f09242e

.

.

.

■ あとで、同じコマンド行オプションを使用して、テスト目録を作成します。

# bart create -R /etc > system1.test.101012

Version 1.1

! HASH SHA256

! Wednesday, October 10, 2012 (10:10:17)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/.cpr_config F 2236 100644 owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/wr

ite_xattr/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchr

onize:allow,group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:all

ow,everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow

4e271c59 0 0 3ebc418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090

.

.

.

■ 目録を比較します。

# bart compare system1.control.090712 system1.test.101012

/security/audit_class

mtime 4f272f59

BARTの使用方法 (タスク)

第 6章 • BARTを使用したファイル整合性の検証 (タスク) 105



この出力は、audit_classファイル上の変更時間が、制御目録が作成されたあとに変
化したことを示しています。この変化が予期しないものである場合は、さらに調査
を行うことができます。

▼ 異なるシステムからの目録の比較方法
異なるシステムの目録を比較することによって、システムが同様にインストールさ
れているかどうか、または同期してアップグレードされているかどうかを判定でき
ます。たとえば、システムを特定のセキュリティーターゲットにカスタマイズした
場合は、この比較によって、そのセキュリティーターゲットを表す目録と、その他
のシステムの目録の間の相違がすべて見つかります。

システム目録を比較するには、root役割になる必要があります。

制御目録を作成します。
# bart create options > control-manifest

これらのオプションについては、bart(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

(省略可能)目録を将来の使用のために保護されたディレクトリ内に保存します。
例については、101ページの「制御目録を作成する方法」の手順 3を参照してくださ
い。

テストシステム上で、同じ bartオプションを使用して目録を作成します。
# bart create options > test1-manifest

(省略可能)目録を将来の使用のために保護されたディレクトリ内に保存します。

比較を実行するには、目録を中央の場所にコピーします。

例:

# cp control-manifest /net/ test-server/var/adm/logs/bartlogs

テストシステムがNFSマウントしたシステムでない場合は、sftpまたは別の信頼で
きる手段を使用して、目録を中央の場所にコピーします。

目録を比較し、その出力をファイルにリダイレクトします。
# bart compare control-manifest test1-manifest > test1.report

BARTレポートを調べ、異常がないかを確認します。
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/usr/binディレクトリ内の疑わしいファイルの識別

この例では、2つのシステム上の /usr/binディレクトリの内容を比較します。

■ 制御目録を作成します。

# bart create -R /usr/bin > control-manifest.090711

! Version 1.1

! HASH SHA256

! Wednesday, September 07, 2011 (11:11:17)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/2to3 F 105 100555 owner@:read_data/read_xattr/write_xattr/execute/read_attribut

es/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow,group@:read

_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,everyone@:re

ad_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow 4bf9d261 0

2 154de3e7bdfd0d57a074c9fae0896a9e2e04bebfe5e872d273b063319e57f334

/7z F 509220 100555 owner@:read_data/read_xattr/write_xattr/execute/read_attribu

tes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow,group@:rea

d_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,everyone@:r

ead_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow 4dadc48a 0

2 3ecd418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090

...

■ 制御システムと比較する各システムで同一の目録を作成します。

# bart create -R /usr/bin > system2-manifest.101011

! Version 1.1

! HASH SHA256

! Monday, October 10, 2011 (10:10:22)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/2to3 F 105 100555 owner@:read_data/read_xattr/write_xattr/execute/read_attribut

es/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow,group@:read

_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,everyone@:re

ad_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow 4bf9d261 0

2 154de3e7bdfd0d57a074c9fae0896a9e2e04bebfe5e872d273b063319e57f334

...

■ これらの目録を同じ場所にコピーします。

# cp control-manifest.090711 /net/system2.central/bart/manifests

■ 目録を比較します。

# bart compare control-manifest.090711 system2.test.101011 > system2.report

/su:
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gid control:3 test:1

/ypcat:

mtime control:3fd72511 test:3fd9eb23

この出力は、/usr/binディレクトリ内の suファイルのグループ IDが、制御システム
のグループ IDと同じでないことを示しています。この情報は、テストシステム上に
別のバージョンのソフトウェアがインストールされたことを示している可能性があ
ります。GIDが変更されているため、だれかがファイルを改ざんしたことが可能性
として考えられます。

▼ ファイル属性を指定してBARTレポートをカスタ
マイズする方法
この手順は、既存の目録の出力を特定のファイル属性に関してフィルタリングする
ために役立ちます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

どのファイル属性をチェックするかを決定します。

チェックされるファイル属性を含む 2つの目録を比較します。
例:
# bart compare -i lnmtime,mtime control-manifest.121511 \

test-manifest.010512 > bart.report.010512

各ファイル属性を区切るには、コマンド行構文でコンマを使用します。

BARTレポートを調べ、異常がないかを確認します。

▼ 規則ファイルを使用してBARTレポートをカスタ
マイズする方法
規則ファイルを使用すると、目的とする特定のファイルやファイル属性に関して
BART目録をカスタマイズできます。デフォルトの BART目録に対して異なる規則
ファイルを使用すると、同じ目録に対して異なる比較を実行できます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

どのファイルおよびファイル属性をモニターするかを決定します。
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適切な指示語を含む規則ファイルを作成します。

作成した規則ファイルを使用して制御目録を作成します。
# bart create -r myrules1-file > control-manifest

(省略可能)目録を将来の使用のために保護されたディレクトリ内に保存します。
例については、101ページの「制御目録を作成する方法」の手順 3を参照してくださ
い。

別のシステム上で同一の目録を作成します。これをあとで、またはその両方で行い
ます。
# bart create -r myrules1-file > test-manifest

同じ規則ファイルを使用して目録を比較します。
# bart compare -r myrules1-file control-manifest test-manifest > bart.report

BARTレポートを調べ、異常がないかを確認します。

規則ファイルを使用した BART目録および比較レポートのカスタマイズ

次の規則ファイルは、bart createコマンドに、/usr/binディレクトリ内のファイル
のすべての属性を一覧表示するよう指示します。さらに、この規則ファイルは bart

compareコマンドに、同じディレクトリ内のサイズと内容の変更のみを報告するよう
指示します。

# Check size and content changes in the /usr/bin directory.

# This rules file only checks size and content changes.

# See rules file example.

IGNORE all

CHECK size contents

/usr/bin

■ 作成した規則ファイルを使用して制御目録を作成します。

# bart create -r usrbinrules.txt > usr_bin.control-manifest.121011

■ /usr/binディレクトリへの変更をモニターする場合は常に、同一の目録を準備し
ます。

# bart create -r usrbinrules.txt > usr_bin.test-manifest.121111

■ 同じ規則ファイルを使用して目録を比較します。

# bart compare -r usrbinrules.txt usr_bin.control-manifest.121011 \

usr_bin.test-manifest.121111

■ bart compareコマンドの出力を調べます。
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/usr/bin/gunzip: add

/usr/bin/ypcat:

delete

前の出力は、/usr/bin/ypcatファイルが削除されたこと、および /usr/bin/gunzip

ファイルが追加されたことを示しています。

BART目録、規則ファイル、およびレポート (参照)
このセクションでは、BARTが使用して作成するファイルの形式について説明しま
す。

BART目録のファイル形式
目録ファイルの各エントリは、ファイルタイプに応じて単一の行に示されます。各
エントリは、ファイルの名前である fnameで始まります。ファイル名に使用された
特殊文字が引き起こす解析上の問題を防ぐため、ファイル名はエンコードされま
す。詳細は、111ページの「BART規則ファイルの書式」を参照してください。

後続のフィールドは、次のファイル属性を表します。

type ファイルの種類であり、次のような値となります。
■ B:ブロックデバイスノード
■ C:キャラクタデバイスノード
■ D:ディレクトリ
■ F:ファイル
■ L:シンボリックリンク
■ P:パイプ
■ S:ソケット

size ファイルサイズ (バイト)。

mode ファイルのアクセス権を示す 8進の数値。

acl ファイルのACL属性。ACL属性を持つファイルの場合、acltotext()の
出力が入ります。

uid このエントリの所有者の、数値で示したユーザー ID。

gid このエントリの所有者の、数値で示したグループ ID。

dirmtime ディレクトリに最後に変化が起きた時点。1970年 1月 1日の 00:00:00
UTCから数えた秒数で示されます。

lnmtime リンクに最後に変化が起きた時点。1970年 1月 1日の 00:00:00 UTCから
数えた秒数で示されます。

BART目録、規則ファイル、およびレポート (参照)
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mtime ファイルに最後に変化が起きた時点。1970年 1月 1日の 00:00:00 UTCか
ら数えた秒数で示されます。

contents ファイルのチェックサム値。この属性が指定されるのは通常ファイルの
みです。コンテキストのチェックを無効にした場合や、チェックサムを
計算できない場合、このフィールドの値は -になります。

dest シンボリックリンクのリンク先。

devnode デバイスノードの値。この属性が使用されるのは、キャラクタデバイス
ファイルとブロックデバイスファイルのみです。

詳細は、bart_manifest(4)のマニュアルページを参照してください。

BART規則ファイルの書式
規則ファイルは、どのファイルを目録に含めるかや、どのファイル属性を目録また
はレポートに含めるかを指定する行で構成されたテキストファイルです。#、空の
行、空白を含む行は、ツールが無視します。

入力ファイルには、次に示す 3種類の指示語が指定されます。

■ オプションのパターンマッチング修飾子を持つ subtree指示語
■ CHECK指示語
■ IGNORE指示語

例 6–5 規則ファイルの書式

<Global CHECK/IGNORE Directives>

<subtree1> [pattern1..]

<IGNORE/CHECK Directives for subtree1>

<subtree2> [pattern2..]

<subtree3> [pattern3..]

<subtree4> [pattern4..]

<IGNORE/CHECK Directives for subtree2, subtree3, subtree4>

注 –すべての指示語が順番に読み取られます。あとの指示語で前の指示語を
オーバーライドすることができます。

subtree指示語は絶対パス名で始まり、そのあとに 0個以上のパターンマッチング文
が続く必要があります。

BART目録、規則ファイル、およびレポート (参照)
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規則ファイルの属性
CHECK文と IGNORE文は、どのファイル属性を追跡または無視するかを定義しま
す。各目録を開始するメタデータによって、ファイルタイプごとの属性の
キーワードが一覧表示されます。例については、例 6–1を参照してください。

allキーワードは、すべてのファイル属性を示します。

引用構文
BARTが規則ファイルに使用する記述言語は、標準に準拠していないファイル名を表
現する標準のUNIX引用構文です。埋め込まれたタブ、スペース、改行、特殊文字
は、ツールがファイル名を読み取ることができるようにそれらの 8進形式にエン
コードされます。この変動的な引用構文では、埋め込みのキャリッジリターンを含
むファイル名などがコマンドパイプラインで正しく処理されません。規則記述言語
を使用することで、シェル構文だけでは表現が難しい効率の悪い複雑なファイル名
フィルタリング基準を表現できます。

詳細は、bart_rules(4)のマニュアルページを参照してください。

BARTレポート
デフォルトモードでは、BARTレポートは、変更されたディレクトリのタイムスタン
プ (dirmtime)を除く、システム上にインストールされたすべてのファイルを
チェックします。

CHECK all

IGNORE dirmtime

規則ファイルを指定すると、汎用指示語である CHECK allと IGNORE dirmtimeがこの
順で規則ファイルの先頭に自動的に付けられます。

BARTの出力
次の終了ステータスが返されます。

0 成功

1 ファイル処理時の致命的でないエラー (アクセス権問題など)

>1 致命的なエラー (無効なコマンド行オプションなど)

BART目録、規則ファイル、およびレポート (参照)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月112

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN4bart-rules-4


レポーティングメカニズムとして、詳細出力と、プログラムを考慮した出力の 2種
類を利用できます。

■ 詳細出力はデフォルトの出力であり、地域対応化され、複数の行にわたって表示
されます。詳細出力は国際化されたもので、ユーザーが内容を読み取ることがで
きます。bart compareコマンドは、2つのシステム目録を比較する時に、ファイ
ル間の相違を示すリストを生成します。

出力の構造は次のとおりです。

filename attribute control:control-val test:test-val

filename 制御目録とテスト目録で相違があるファイルの名前。

attribute 比較される目録間で異なるファイル属性の名前。test-valの前に
control-valが来ます。同じファイルの複数の属性に相違が見つかった
場合、別々の行にそれぞれの相違が示されます。

次に、/etc/passwdファイルの属性の違いの例を示します。この出力か
ら、size、mtime、および contents属性に変化があったことがわかります。

/etc/passwd:

size control:74 test:81

mtime control:3c165879 test:3c165979

contents control:daca28ae0de97afd7a6b91fde8d57afa

test:84b2b32c4165887355317207b48a6ec7

■ bart compareコマンドの -pオプションを使用すると、プログラムを考慮した出力
が生成されます。この出力は、プログラムでの操作に適しています。

出力の構造は次のとおりです。

filename attribute control-val test-val [attribute control-val test-val]*

filename デフォルト形式における filename属性に同じ

attribute control-val test-val 各ファイルの制御目録とテスト目録間で異なる
ファイル属性の説明

bartコマンドでサポートされる属性の一覧は、112ページの「規則ファイルの属
性」を参照してください。

詳細は、bart(1M)のマニュアルページを参照してください。

BART目録、規則ファイル、およびレポート (参照)
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ファイルアクセスの制御 (タスク)

この章では、Oracle Solarisでファイルを保護する方法について説明します。ま
た、システムに悪影響を与える可能性のあるアクセス権が設定されたファイルから
システムを保護する方法についても説明します。

注 –アクセス制御リスト (ACL)でZFSファイルを保護するには、『Oracle Solaris 11.1
の管理: ZFSファイルシステム』の第 7章「ACLおよび属性を使用したOracle Solaris
ZFSファイルの保護」を参照してください。

この章の内容は次のとおりです。

■ 115ページの「UNIXアクセス権によるファイル保護」
■ 123ページの「実行可能ファイルを原因とするセキュリティーへの悪影響を防止
する」

■ 124ページの「UNIXアクセス権によるファイルの保護 (タスクマップ)」
■ 131ページの「セキュリティーリスクのあるプログラムからの保護 (タスク
マップ)」

UNIXアクセス権によるファイル保護
ファイルは、UNIXファイルアクセス権とACLを通して保護することができま
す。スティッキービットが設定されたファイルと、実行可能なファイルは、特殊な
セキュリティー対策が必要です。

ファイルの監視と保護を行うコマンド
この表は、ファイルとディレクトリのモニタリングと保護を行うコマンドについて
説明したものです。
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表 7–1 ファイルとディレクトリの保護を行うコマンド

コマンド 説明 マニュアルページ

ls ディレクトリ内のファイルとファイル情報を表示します。 ls(1)

chown ファイルの所有権を変更します。 chown(1)

chgrp ファイルのグループ所有権を変更します。 chgrp(1)

chmod ファイルのアクセス権を変更します。記号モード (文字と記号)ま
たは絶対モード (8進数)を使用して、ファイルのアクセス権を変
更できます。

chmod(1)

ファイルとディレクトリの所有権
従来のUNIXファイルアクセス権では、次に示す 3つのユーザークラスに所有権を割
り当てることができます。

■ ユーザー –ファイルまたはディレクトリの所有者。通常はファイルを作成した
ユーザーです。ファイルの所有者は、そのファイルの読み取り、書き込み
(ファイルを変更する)、または実行 (コマンドの場合)が行えるユーザーを決定で
きます。

■ グループ –ユーザーグループのメンバー。
■ その他 –ファイル所有者ではなくグループメンバーでもないその他の全
ユーザー。

ファイルアクセス権の割り当てや変更が行えるのは、通常、そのファイルの所有者
だけです。さらに、rootアカウントでもファイルの所有権を変更できます。システ
ムポリシーをオーバーライドする方法については、例 7–2を参照してください。

ファイルは、7つの形式のいずれかになります。各形式は、次のように記号で示され
ます。

- (マイナス記号) テキストまたはプログラム

b ブロック型特殊ファイル

c 文字型特殊ファイル

d ディレクトリ

l シンボリックリンク

s ソケット

D ドア

P 名前付きパイプ (FIFO)
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UNIXファイルアクセス権
次の表に、各ユーザークラスに与えることができる、ファイルまたはディレクトリ
のアクセス権を示します。

表 7–2 ファイルとディレクトリのアクセス権

記号 アクセス権
オブジェク
ト 説明

r 読み取り ファイル ファイルの内容を開いて読み込むことができます。

ディレク
トリ

ディレクトリ内のファイルを一覧表示できます。

w 書き込み ファイル ファイルの内容の変更またはファイルの削除を行えます。

ディレク
トリ

ディレクトリに対してファイルまたはリンクを追加できま
す。また、ディレクトリ内のファイルまたはリンクの削除も行
えます。

x 実行 ファイル ファイルがプログラムまたはシェルスクリプトの場合、その
ファイルを実行できます。また、exec(2)システム呼び出しの 1
つを使用してそのプログラムを実行することもできます。

ディレク
トリ

ディレクトリ内のファイルを開いたり、実行したりできま
す。また、ディレクトリを作成し、その下にサブディレクトリ
を作成できます。

- 拒否 ファイル
とディレ
クトリ

ファイルの読み込み、書き込み、または実行を行うことができ
ません。

これらのファイルアクセス権は、通常のファイルと特殊ファイル (デバイス、ソ
ケット、名前付きパイプ (FIFO)など)の両方に適用されます。

シンボリックリンクには、そのリンクが指すファイルのアクセス権が適用されま
す。

ディレクトリとそのサブディレクトリ内のファイルは、そのディレクトリに対する
ファイルアクセス権を制限することで保護できます。ただし、root役割は、システ
ム上のすべてのファイルとディレクトリにアクセスできることに注意してくださ
い。
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特殊なファイルアクセス権 (setuid、setgid、ス
ティッキービット)
実行可能ファイルと公開ディレクトリには、 3種類の特殊なアクセス権
(setuid、setgid、およびスティッキービット)を設定できます。これらのアクセス権
を設定すると、その実行可能ファイルを実行するユーザーは、そのファイルの所有
者 (またはグループ)の IDを持つことができます。

特殊なアクセス権はセキュリティー上の問題を引き起こすため、設定するときは十
分な注意が必要です。たとえば、ユーザーは、ユーザー ID (UID)を 0 (rootのUID)
に設定するプログラムを実行することによって root権限を取得できます。また、す
べてのユーザーは、所有するファイルに対して特殊なアクセス権を設定できるた
め、これもセキュリティー上の問題の原因となります。

root権限を取得するための setuidアクセス権や setgidアクセス権の承認されていな
い使用がないかどうか、システムをモニターするようにしてください。疑わしいア
クセス権によって、管理プログラムの所有権が rootや binにではなく、ユーザーに
付与されます。この特殊なアクセス権を使用しているすべてのファイルを検索して
一覧表示するには、131ページの「特殊なファイルアクセス権が設定されたファイル
を見つける方法」を参照してください。

setuidアクセス権
setuidアクセス権を実行可能ファイルに設定すると、このファイルを実行するプロ
セスにはその実行可能ファイルを実行しているユーザーではなく、ファイルの所有
者に基づいてアクセス権が与えられます。この特殊なアクセス権を使用すると、通
常は所有者しか利用できないファイルやディレクトリにアクセスできます。

たとえば、passwdコマンドの setuidアクセス権によってユーザーはパスワードを変
更できます。次に、setuidアクセス権のある passwdコマンドの例を示します。

-r-sr-sr-x 3 root sys 28144 Jun 17 12:02 /usr/bin/passwd

この特殊なアクセス権は、プロセスの実行が終了したあとでも、高度な知識のある
ユーザーは setuidプロセスによって与えられたアクセス権を維持する手段を見つけ
ることができるため、セキュリティー上の危険が存在します。

注 –プログラムから、予約済みのUID (0から 100)で setuidアクセス権を使用して
も、実効UIDが正しく設定されないことがあります。シェルスクリプトを使用する
か、setuidアクセス権では予約済みUIDを使用しないようにしてください。

setgidアクセス
setgidアクセス権は setuidアクセス権に似ています。プロセスの実効グループ ID
(GID)はファイルを所有するグループに変更され、ユーザーにはそのグループに与え
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られたアクセス権に基づくアクセス権が与えられます。/usr/bin/mailコマンドに
は、次のように setgidアクセス権が設定されています。

-r-x--s--x 1 root mail 67504 Jun 17 12:01 /usr/bin/mail

setgidアクセス権がディレクトリに適用されると、このディレクトリ内で作成され
たファイルはディレクトリが所属するグループに含まれることになります。生成す
るプロセスが所属するグループに含まれるわけではありません。ディレクトリに対
する書き込み権および実行権を持つユーザーは、そのディレクトリにファイルを作
成できます。ただし、作成したファイルはユーザーのグループではなくディレクト
リを所有するグループに割り当てられます。

root権限を取得するための setgidアクセス権の承認されていない使用がないかどう
か、システムをモニターするようにしてください。疑わしいアクセス権に
よって、このようなプログラムへのグループアクセス権が、rootや binではな
く、意外なグループに与えられることがあります。このようなアクセス権を使用し
ているファイルをすべて検索し、一覧表示する方法は、131ページの「特殊なファイ
ルアクセス権が設定されたファイルを見つける方法」を参照してください。

スティッキービット
「スティッキービット」は、ディレクトリ内のファイルを保護するアクセス権
ビットです。ディレクトリにスティッキービットが設定されている場合、その
ファイルを削除できるのはその所有者、ディレクトリの所有者、または特権
ユーザーだけです。特権ユーザーの例として rootユーザーが挙げられます。ス
ティッキービットにより、ユーザーは /tmpなどの公開ディレクトリからほかの
ユーザーのファイルを削除できなくなります。

drwxrwxrwt 7 root sys 400 Sep 3 13:37 tmp

TMPFSファイルシステム上で公開ディレクトリを設定するときには、ス
ティッキービットを手動で設定してください。手順については、例 7–5を参照して
ください。

umaskのデフォルト値
ファイルやディレクトリを作成するときには、デフォルトのアクセス権が設定され
ます。このシステムデフォルトは変更が可能です。テキストファイルのアクセス権
は 666であり、すべてのユーザーに読み取り権と書き込み権を与えます。ディレク
トリと実行可能ファイルのアクセス権は 777で、すべてのユーザーに読み取り
権、書き込み権、および実行権を与えます。一般に、ユーザーは .bashrcや
.kshrc.userなどの自分のシェル初期化ファイルでシステムデフォルトをオーバーラ
イドします。管理者は、/etc/profileファイルでデフォルトを設定することもでき
ます。
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umaskコマンドによって割り当てられる値は、デフォルトから差し引かれます。この
処理には、chmodコマンドでアクセス権を与えるのと同じ方法でアクセス権を拒否す
る効果があります。たとえば、chmod 022コマンドはグループとその他のユーザーに
書き込み権を与えますが、umask 022コマンドはグループとその他のユーザーの書き
込み権を拒否します。

次の表に、umaskの標準的な値とその値が実行可能ファイルに与える影響を示しま
す。

表 7–3 各セキュリティーレベルの umask設定

セキュリティーレベル umask設定 許可されないアクセス権

緩やか (744) 022 グループとその他のユーザーによる w

中程度 (741) 026 グループによる w、その他のユーザーに
よる rw

厳密 (740) 027 グループによる w、その他のユーザーに
よる rwx

厳しい (700) 077 グループとその他のユーザーによる rwx

umask値の設定の詳細は、umask(1)のマニュアルページを参照してください。

ファイルアクセス権を設定するモード
chmodコマンドを使用すると、ファイルのアクセス権を変更できます。ファイルや
ディレクトリのアクセス権を変更するには、rootまたはファイルまたはディレクト
リの所有者になる必要があります。

chmodコマンドを使用して、次のどちらかのモードでアクセス権を設定できます。

■ 絶対モード –ファイルアクセス権を表す数値を使用します。絶対モードを使用し
てアクセス権を変更するときは、3つ 1組のアクセス権を 8進数で表します。絶対
モードは、アクセス権の設定に一番多く使用されている方法です。

■ 記号モード –英字と記号の組み合わせを使用して、アクセス権を追加または削除
します。

次の表に、絶対モードでファイルのアクセス権を設定するための 8進数値を示しま
す。これらの数字を 3つ組み合わせて、所有者、グループ、その他のユーザーの
ファイルアクセス権をこの順に設定します。たとえば、値 644は、所有者に対して
読み取り権と書き込み権を設定し、グループとその他のユーザーに対しては読み取
り専用権を設定します。
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表 7–4 絶対モードによるファイルのアクセス権の設定

8進数値 ファイルのアクセス権 設定されるアクセス権

0 --- なし

1 --x 実行権のみ

2 -w- 書き込み権のみ

3 -wx 書き込み権と実行権

4 r-- 読み取り権のみ

5 r-x 読み取り権と実行権

6 rw- 読み取り権と書き込み権

7 rwx 読み取り権、書き込み権、実行権

次の表に、記号モードでファイルアクセス権を設定するための記号の一覧を示しま
す。記号では、アクセス権を設定または変更できる対象ユーザー、実行される操
作、あるいは割り当てるまたは変更するアクセス権を指定できます。

表 7–5 記号モードによるファイルのアクセス権の設定

記号 機能 説明

u <対象ユーザー> ユーザー (所有者)

g <対象ユーザー> グループ

o <対象ユーザー> その他のユーザー

a <対象ユーザー> すべて

= オペレータ 割り当て

+ オペレータ 追加

- オペレータ 削除

r アクセス権 (アクセ
ス権ビット)

読み取り

w アクセス権 (アクセ
ス権ビット)

書き込み

x アクセス権 (アクセ
ス権ビット)

実行

l アクセス権 (アクセ
ス権ビット)

強制ロック、setgidビットはオン、グループ実行ビットはオ
フ
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表 7–5 記号モードによるファイルのアクセス権の設定 (続き)
記号 機能 説明

s アクセス権 (アクセ
ス権ビット)

setuidまたは setgidビットはオン

t アクセス権 (アクセ
ス権ビット)

スティッキービットはオン、その他の実行ビットはオン

機能列に <対象ユーザー> <操作> <アクセス権>の順で、ファイルまたはディレクト
リのアクセス権を変更する記号を指定します。

who アクセス権を変更する対象となるユーザーを指定します。

operator 実行する操作を指定します。

permissions 変更するアクセス権を指定します。

絶対モードまたは記号モードで、ファイルに特殊なアクセス権を設定できます。し
かし、ディレクトリに setuidアクセス権を設定する場合と、ディレクトリからこの
アクセス権を削除する場合は、記号モードを使用する必要があります。絶対モード
では、3つ 1組のアクセス権の左端に新しい 8進数値を追加して、特殊なアクセス権
を設定します。次の表に、ファイルに特殊なアクセス権を設定する 8進数値を示し
ます。

表 7–6 絶対モードによる特殊なファイルアクセス権の設定

8進数値 特殊なファイルアクセス権

1 スティッキービット

2 setgid

4 setuid

アクセス制御リストによるUFSファイルの保護
従来のUNIXファイル保護機能は、ファイルの所有者、ファイルグループ、その他
のユーザーという 3つのユーザークラスに読み取り権、書き込み権、実行権を提供
します。UFSファイルシステムでは、アクセス制御リスト (ACL)により次のことが
可能となり、ファイルセキュリティーを管理するレベルがさらに詳細になります。

■ ファイル所有者、グループ、その他のユーザー、特定のユーザーおよびグループ
にファイルアクセス権を定義します

■ これらの各カテゴリにデフォルトのアクセス権を定義します
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注 – ZFSファイルシステムのACLおよびNFSv4ファイルのACLについては、『Oracle
Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の第 7章「ACLおよび属性を使用した
Oracle Solaris ZFSファイルの保護」を参照してください。

たとえば、グループ内のすべてのユーザーがファイルを読み取れるようにする場合
は、そのファイルにグループの読み取り権を設定すればすみます。ただし、グ
ループ内の 1人のユーザーだけがそのファイルに書き込めるようにしたい場合
は、ACLを使用できます。

UFSファイルシステムのACLの詳細は、Oracle Solaris 10リリースの『Solarisのシス
テム管理 (セキュリティーサービス)』を参照してください。

実行可能ファイルを原因とするセキュリティーへの悪影
響を防止する

プログラムは、スタック上のデータの読み取りと書き込みを行います。通常、それ
らはコード用に特別に指定されたメモリーの読み取り専用部分から実行されま
す。スタック上のバッファーをオーバーフローさせる一部の攻撃では、新しい
コードをそのスタックに挿入し、プログラムにそれを実行させようとします。ス
タックメモリーから実行権を削除すると、これらの攻撃が成功するのを防ぐことが
できます。つまり、ほとんどのプログラムは、実行可能スタックを使用せずに正し
く機能できます。

64ビットプロセスには通常、非実行可能スタックがあります。デフォルトでは、32
ビット SPARCプロセスには実行可能スタックがあります。noexec_user_stack変数を
使用すると、32ビットプロセスのスタックを実行可能にするかどうかを指定できま
す。

この変数が設定されている場合、プログラムがスタック上でコードを実行しようと
すると SIGSEGVシグナルが送信されます。このシグナルが送信されると、通常、プロ
グラムはコアダンプして終了します。このようなプログラムは、違反しているプロ
グラム名、プロセス ID、およびプログラムを実行した実ユーザー IDを含む警告
メッセージも生成します。例:

a.out[347] attempt to execute code on stack by uid 555

メッセージは、syslog kern機能が noticeレベルの設定されているときに、syslog

デーモンによってログに記録されます。このログへの記録は、デフォルトで
syslog.confファイルに設定されていて、メッセージがコンソールと
/var/adm/messagesファイルの両方に送信されることを意味します。詳細
は、syslogd(1M)および syslog.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
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syslogメッセージは、潜在的なセキュリティーの問題を調べるときに役立ちま
す。また、このメッセージで、noexec_user_stack変数を設定したために正しく動作
しなくなった、実行可能スタックに依存する有効なプログラムを特定することもで
きます。メッセージを記録しない場合は、/etc/systemファイルで
noexec_user_stack_log変数を 0に設定します。メッセージは記録されなくなります
が、SIGSEGVシグナルは引き続き送られるので、実行中のプログラムはコアダンプで
終了します。

プログラムは、スタック実行を明示的にマークまたは防止することができます。プ
ログラム内の mprotect()関数は、スタックを実行可能として明示的にマークしま
す。詳細は、mprotect(2)のマニュアルページを参照してください。-M

/usr/lib/ld/map.noexstkでコンパイルされたプログラムは、システム全体の設定に
は関係なく、スタックを非実行可能にします。

ファイルの保護 (タスク)
次の手順では、UNIXアクセス権を持つファイルの保護、セキュリティーリスクのあ
るファイルの検出、およびそれらのファイルによるシステムの危殆化の防止を行い
ます。

UNIXアクセス権によるファイルの保護 (タスク
マップ)
次のタスクマップは、ファイルアクセス権の一覧表示、ファイルアクセス権の変
更、特殊なファイルアクセス権によるファイルの保護などの作業操作について説明
した箇所を示しています。

タスク 参照先

ファイル情報を表示します。 125ページの「ファイル情報を表示する方法」

ローカルファイルの所有権を変
更します。

126ページの「ファイルの所有者を変更する方法」

127ページの「ファイルのグループ所有権を変更する方法」

ローカルファイルのアクセス権
を変更します。

127ページの「ファイルアクセス権を記号モードで変更する方法」

128ページの「ファイルアクセス権を絶対モードで変更する方法」

129ページの「特殊なファイルアクセス権を絶対モードで変更する方法」
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▼ ファイル情報を表示する方法
lsコマンドを使用して、ディレクトリ内のすべてのファイルに関する情報を表示し
ます。

次のコマンドを入力すると、現在のディレクトリ内のすべてのファイルの一覧が長
形式で表示されます。
% ls -la

-l ユーザー所有権、グループ所有権、ファイルのアクセス権などを長形式で表示
します。

-a ドット (.)で始まる隠しファイルを含め、すべてのファイルを表示します。

lsコマンドのすべてのオプションについては、ls(1)のマニュアルページを参照して
ください。

ファイル情報を表示する

次の例では、/sbinディレクトリ内のファイルを部分的に表示しています。

% cd /sbin

% ls -la

total 4960

drwxr-xr-x 2 root sys 64 Dec 8 11:57 ./

drwxr-xr-x 39 root root 41 Dec 8 15:20 ../

-r-xr-xr-x 1 root bin 21492 Dec 1 20:55 autopush*

-r-xr-xr-x 1 root bin 33680 Oct 1 11:36 beadm*

-r-xr-xr-x 1 root bin 184360 Dec 1 20:55 bootadm*

lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jun 7 2010 bpgetfile -> ...

-r-xr-xr-x 1 root bin 86048 Dec 1 20:55 cryptoadm*

-r-xr-xr-x 1 root bin 12828 Dec 1 20:55 devprop*

-r-xr-xr-x 1 root bin 130132 Dec 1 20:55 dhcpagent*

-r-xr-xr-x 1 root bin 13076 Dec 1 20:55 dhcpinfo*

.

.

.

それぞれの行には、ファイルについての情報が次の順で表示されています。

■ ファイルの形式 –たとえば、d。ファイル形式の一覧は、116ページの「ファイル
とディレクトリの所有権」を参照してください。

■ アクセス権 –たとえば、r-xr-xr-x。詳細は、116ページの「ファイルとディレク
トリの所有権」を参照してください。

■ ハードリンクの数 –たとえば、2。
■ ファイルの所有者 –たとえば、root。
■ ファイルのグループ –たとえば、bin。

●
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■ バイト数でのファイルサイズ –たとえば、13076。
■ ファイルの作成日時、またはファイルが最後に変更された日時 –たとえば、Dec 1

20:55。
■ ファイルの名前 –たとえば、dhcpinfo。

▼ ファイルの所有者を変更する方法
ファイルまたはディレクトリの所有者でない場合は、Object Access Management権利
プロファイルが割り当てられている必要があります。公開オブジェクトである
ファイルを変更するには、root役割になる必要があります。

詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してく
ださい。

ローカルファイルのアクセス権を表示します。
% ls -l example-file

-rw-r--r-- 1 janedoe staff 112640 May 24 10:49 example-file

ファイルの所有者を変更します。
# chown stacey example-file

ファイルの所有者が変更されていることを確認します。
# ls -l example-file

-rw-r--r-- 1 stacey staff 112640 May 26 08:50 example-file

NFSマウントしたファイルのアクセス権を変更するには、『Oracle Solaris 11.1での
ネットワークファイルシステムの管理』の第 3章「ネットワークファイルシステム
へのアクセス (リファレンス)」を参照してください。

自分のファイルの所有権を変更するためのユーザーの有効化

セキュリティー上の考慮事項 – rstchown変数の設定をゼロに変更するにはそれ相応
の理由が必要です。デフォルト設定では、容量の割り当て制限を回避するため
に、ユーザーは自分のファイルがほかのユーザーの所有になっているときはそれを
一覧表示できません。

この例では、rstchown変数の値は、/etc/systemファイル内でゼロに設定されま
す。この設定によりファイルの所有者は、chownコマンドを使用してファイルの所有
権をほかのユーザーに変更できます。所有者は chgrpコマンドを使用し、ファイルの
グループ所有権を所有者自身が属していないグループに設定することもできま
す。変更は、システムのリブート時に適用されます。

set rstchown = 0
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詳細は、chown(1)および chgrp(1)のマニュアルページを参照してください。

▼ ファイルのグループ所有権を変更する方法
ファイルまたはディレクトリの所有者でない場合は、Object Access Management権利
プロファイルが割り当てられている必要があります。公開オブジェクトである
ファイルを変更するには、root役割になる必要があります。

詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してく
ださい。

ファイルのグループ所有権を変更します。
$ chgrp scifi example-file

グループの設定については、『Oracle Solaris 11.1のユーザーアカウントとユーザー環
境の管理』の第 1章「ユーザーアカウントとユーザー環境の管理 (概要)」を参照して
ください。

ファイルのグループ所有権が変更されていることを確認します。
$ ls -l example-file

-rw-r--r-- 1 stacey scifi 112640 June 20 08:55 example-file

また、例 7–2も参照してください。

▼ ファイルアクセス権を記号モードで変更する方法
次の手順では、ユーザーはそのユーザーが所有するファイルのアクセス権を変更し
ます。

アクセス権を記号モードで変更します。
% chmod who operator permissions filename

who アクセス権を変更する対象となるユーザーを指定します。

operator 実行する操作を指定します。

permissions 変更するアクセス権を指定します。有効な記号の一覧は、表 7–5を参
照してください。

filename ファイルまたはディレクトリを指定します。

ファイルのアクセス権が変更されていることを確認します。
% ls -l filename
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注 –ファイルまたはディレクトリの所有者でない場合は、Object Access Management権
利プロファイルが割り当てられている必要があります。公開オブジェクトである
ファイルを変更するには、root役割になる必要があります。

アクセス権を記号モードで変更する

次の例では、その他のユーザーから読み取り権を削除します。

% chmod o-r example-file1

次の例では、ユーザー、グループなどのローカルファイルに読み取り権と実行権を
追加します。

$ chmod a+rx example-file2

次の例では、ローカルファイルにグループの読み取り権、書き込み権、および実行
権を割り当てます。

$ chmod g=rwx example-file3

▼ ファイルアクセス権を絶対モードで変更する方法
次の手順では、ユーザーはそのユーザーが所有するファイルのアクセス権を変更し
ます。

アクセス権を絶対モードで変更します。
% chmod nnn filename

nnn 所有者、グループ、その他のユーザーのアクセス権をこの順序で表す 8
進数値を指定します。有効な 8進数値の一覧は、表 7–4を参照してくだ
さい。

filename ファイルまたはディレクトリを指定します。

注 – chmodコマンドを使用して、既存のACLエントリを持つオブジェクトのファイル
またはディレクトリアクセス権を変更すると、それらのACLエントリも変更される
可能性があります。正確な変更は、chmodのアクセス権操作の変更と、ファイルシス
テムの aclmodeおよび aclinheritプロパティー値に依存します。

詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の第 7章「ACLおよび属
性を使用したOracle Solaris ZFSファイルの保護」を参照してください。

例7–3
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ファイルのアクセス権が変更されていることを確認します。
% ls -l filename

注 –ファイルまたはディレクトリの所有者でない場合は、Object Access Management権
利プロファイルが割り当てられている必要があります。公開オブジェクトである
ファイルを変更するには、root役割になる必要があります。

アクセス権を絶対モードで変更する

次の例では、公開されているディレクトリのアクセス権が、744 (読み取り/書き込
み/実行、読み取り専用、読み取り専用)から 755 (読み取り/書き込み/実行、読み取
り/実行、読み取り/実行)に変更されます。

# ls -ld public_dir

drwxr--r-- 1 jdoe staff 6023 Aug 5 12:06 public_dir

# chmod 755 public_dir

# ls -ld public_dir

drwxr-xr-x 1 jdoe staff 6023 Aug 5 12:06 public_dir

次の例では、実行可能シェルスクリプトのアクセス権が、読み取り/書き込みか
ら、読み取り/書き込み/実行に変更されます。

% ls -l my_script

-rw------- 1 jdoe staff 6023 Aug 5 12:06 my_script

% chmod 700 my_script

% ls -l my_script

-rwx------ 1 jdoe staff 6023 Aug 5 12:06 my_script

▼ 特殊なファイルアクセス権を絶対モードで変更す
る方法
ファイルまたはディレクトリの所有者でない場合は、Object Access Management権利
プロファイルが割り当てられている必要があります。公開オブジェクトである
ファイルを変更するには、root役割になる必要があります。

詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してく
ださい。

特殊なアクセス権を絶対モードで変更します。
% chmod nnnn filename

2

例7–4

始める前に

1

ファイルの保護 (タスク)

第 7章 • ファイルアクセスの制御 (タスク) 129



nnnn ファイルまたはディレクトリのアクセス権を変更する 8進数値を指定し
ます。一番左端の 8進数値で、ファイルに特殊なアクセス権を設定しま
す。特殊なアクセス権に有効な 8進数値の一覧は、表 7–6を参照してく
ださい。

filename ファイルまたはディレクトリを指定します。

注 – chmodコマンドを使用してACLエントリを持つファイルのグループアクセス権を
変更する場合、グループアクセス権とACLマスクの両方が新しいアクセス権に変更
されます。新しいACLマスクのアクセス権は、そのファイル上にACLエントリを持
つ追加ユーザーおよびグループのアクセス権を変更する場合があるので注意が必要
です。getfaclコマンドを使用して、すべてのACLエントリに適切なアクセス権が設
定されていることを確認してください。詳細は、getfacl(1)のマニュアルページを参
照してください。

ファイルのアクセス権が変更されていることを確認します。
% ls -l filename

絶対モードによる特殊なファイルアクセス権の設定

次の例は、dbprogファイルに setuidのアクセス権を設定します。

# chmod 4555 dbprog

# ls -l dbprog

-r-sr-xr-x 1 db staff 12095 May 6 09:29 dbprog

次の例では、dbprog2ファイルに setgidのアクセス権を設定します。

# chmod 2551 dbprog2

# ls -l dbprog2

-r-xr-s--x 1 db staff 24576 May 6 09:30 dbprog2

次の例では、public_dirディレクトリにスティッキービットのアクセス権を設定し
ます。

# chmod 1777 public_dir

# ls -ld public_dir

drwxrwxrwt 2 jdoe staff 512 May 15 15:27 public_dir

2

例7–5

ファイルの保護 (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月130

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1getfacl-1


セキュリティーリスクのあるプログラムからの保
護 (タスクマップ)
次のタスクマップは、リスクのある実行ファイルをシステム内に見つける作業
や、プログラムが実行可能スタックを不正利用しないように防ぐ作業などの操作を
説明した箇所を示しています。

タスク 説明 参照先

特殊なアクセス権を持つファイルを見
つけます。

setuidビットがセットされている
が、rootユーザーによって所有されて
いないというファイルを見つけます。

131ページの「特殊なファイルアク
セス権が設定されたファイルを見つ
ける方法」

実行可能スタックがオーバーフローす
るのを防ぎます。

プログラムが実行可能スタックを不正
に利用しないように防ぎます。

132ページの「プログラムが実行可
能スタックを使用できないようにす
る方法」

実行可能スタックのメッセージがログ
に記録されるのを防ぎます。

実行可能スタックのメッセージのログ
記録を無効にします。

例 7–7

▼ 特殊なファイルアクセス権が設定されたファイル
を見つける方法
この手順では、プログラム上での承認されていない可能性のある、setuidおよび
setgidアクセス権の使用を見つけます。疑わしい実行可能ファイルによって、所有
権が rootまたは binではなく、通常のユーザーに与えられることがあります。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

findコマンドを使用して setuidアクセス権が設定されているファイルを検索しま
す。
# find directory -user root -perm -4000 -exec ls -ldb {} \; >/tmp/filename

find directory 指定したディレクトリから始めて、マウントされているすべてのパ
スを検査します。ディレクトリとしてルート (/)、sys、bin、または
mailを指定できます。

-user root rootが所有するファイルを表示します。

-perm -4000 アクセス権が 4000に設定されているファイルだけを表示します。

-exec ls -ldb findコマンドの出力を ls -ldb形式で表示します。

/tmp/filename findコマンドの結果が書き込まれるファイルです。
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結果を /tmp/filenameに出力します。
# more /tmp/filename

setuidアクセス権の基本的な情報については、118ページの「setuidアクセス権」を
参照してください。

setuidアクセス権が設定されているファイルを検索する

次の例の出力は、rarというグループのユーザーが /usr/bin/shのコピーを作成
し、そのアクセス権を rootへの setuidに設定したことを示しています。この結
果、/usr/rar/bin/shプログラムは rootアクセス権で実行されます。

この出力は、/var/tmp/chkprmファイルをアーカイブに移動することによって、将来
の参照のために保存されました。

# find / -user root -perm -4000 -exec ls -ldb {} \; > /var/tmp/ckprm

# cat /var/tmp/ckprm

-r-sr-xr-x 1 root bin 38836 Aug 10 16:16 /usr/bin/at

-r-sr-xr-x 1 root bin 19812 Aug 10 16:16 /usr/bin/crontab

---s--x--x 1 root sys 46040 Aug 10 15:18 /usr/bin/ct

-r-sr-xr-x 1 root sys 12092 Aug 11 01:29 /usr/lib/mv_dir

-r-sr-sr-x 1 root bin 33208 Aug 10 15:55 /usr/lib/lpadmin

-r-sr-sr-x 1 root bin 38696 Aug 10 15:55 /usr/lib/lpsched

---s--x--- 1 root rar 45376 Aug 18 15:11 /usr/rar/bin/sh

-r-sr-xr-x 1 root bin 12524 Aug 11 01:27 /usr/bin/df

-rwsr-xr-x 1 root sys 21780 Aug 11 01:27 /usr/bin/newgrp

-r-sr-sr-x 1 root sys 23000 Aug 11 01:27 /usr/bin/passwd

-r-sr-xr-x 1 root sys 23824 Aug 11 01:27 /usr/bin/su

# mv /var/tmp/ckprm /export/sysreports/ckprm

▼ プログラムが実行可能スタックを使用できないよ
うにする方法
32ビットの実行可能スタックのセキュリティーリスクについては、123ページの「実
行可能ファイルを原因とするセキュリティーへの悪影響を防止する」を参照してく
ださい。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

/etc/systemファイルを編集し、次の行を追加します。
set noexec_user_stack=1

システムをリブートします。
# reboot
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実行可能スタックメッセージのログ記録を無効にする

この例では、実行可能スタックメッセージのログ記録が無効にされ、続いてシステ
ムのリブートが行われます。

# cat /etc/system

set noexec_user_stack=1

set noexec_user_stack_log=0

# reboot

詳細は、次を参照してください。
■ http://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/

solaris_non_executable_stack_overview

■ http://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/

solaris_non_executable_stack_continued

■ http://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/

solaris_non_executable_stack_concluded
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役割、権利プロファイル、特権
このセクションでは、役割に基づくアクセス制御 (RBAC)とプロセス権管理につ
いて説明します。RBACコンポーネントには、役割、権利プロファイル、承認が
あります。プロセス権管理は、特権を介して実装されます。特権をRBACと連携
すると、スーパーユーザーによるシステムの管理よりも安全に管理することがで
きます。

■ 第 8章「役割と特権の使用 (概要)」
■ 第 9章「役割に基づくアクセス制御の使用 (タスク)」
■ 第 10章「Oracle Solarisのセキュリティー属性 (参照)」
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役割と特権の使用 (概要)

Oracle Solarisの役割に基づくアクセス制御 (RBAC)機能とOracle Solarisの特権機能に
よって、スーパーユーザーに代わるよりセキュアな管理方法が提供されます。この
章では、RBACと特権についての概要を述べます。

■ 137ページの「役割に基づくアクセス制御 (概要)」
■ 150ページの「特権 (概要)」
■ 160ページの「このリリースでのRBACについて」

役割に基づくアクセス制御 (概要)
役割に基づくアクセス制御 (RBAC)は、通常は root役割に制限されているタスクへ
のユーザーアクセスを制御するためのセキュリティー機能です。RBACでは、プロセ
スやユーザーにセキュリティー属性を適用することで、スーパーユーザーの権限を
複数の管理者に分けることができます。プロセス権管理は、「特権」を介して実装
されます。ユーザー権管理はRBACによって行われます。

■ プロセス権管理については、150ページの「特権 (概要)」を参照してください。
■ RBACのタスクについては、第 9章「役割に基づくアクセス制御の使用 (タス
ク)」を参照してください。

■ 参照情報については、第 10章「Oracle Solarisのセキュリティー属性 (参照)」を参
照してください。

RBAC:スーパーユーザーモデルの代替機能
従来のUNIXシステムでは、rootユーザー (スーパーユーザーとも呼ばれる)が全権
を有します。rootとして実行されるプログラム、または setuidプログラムにも全権
があります。rootユーザーは全ファイルの読み取り権とアクセス権、全プログラム
の実行権を持ち、任意のプロセスに終了シグナルを送ることができます。実
際、スーパーユーザーになるユーザーは、使用するサイトのファイアウォールの変
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更、監査トレールの変更、機密レコードの読み取り、ネットワーク全体の停止など
を行えます。setuidプログラムがハイジャック (強奪)されると、システム上で何が
起きても不思議はありません。

役割に基づくアクセス制御 (RBAC)は、絶対的なスーパーユーザーモデルに代わるよ
り厳密な機密保護機能です。RBACを使用することで、セキュリティーポリシーをき
め細かく適用できます。RBACでは、「最小特権」というセキュリティー原則が使用
されます。最小特権は、ジョブを行う上で必要な特権だけをユーザーに与えること
を意味します。通常のユーザーには、アプリケーションの使用、実行中のジョブの
ステータスチェック、ファイルの印刷、新しいファイルの作成などを行うための十
分な特権が与えられます。通常のユーザー権限を越える権限は、権利プロファイル
にグループ化されます。スーパーユーザー権限の一部が必要なジョブを行う
ユーザーは、適切な権利プロファイルを含む役割になります。

RBACでは、スーパーユーザー権限を「権利プロファイル」としてまとめます。これ
らの権利プロファイルは、「役割」と呼ばれる特殊なユーザーアカウントに割り当
てられます。ユーザーは、スーパーユーザー権限の一部を必要とするジョブを行う
場合に役割になることができます。Oracle Solarisソフトウェアには、あらかじめ定義
された権利プロファイルが用意されています。管理者は役割を作成し、プロファイ
ルを割り当てます。

権利プロファイルを使用することで、さまざまな権限を提供できます。たとえ
ば、System Administrator権利プロファイルを使用すると、アカウントはプリンタ管
理や cronジョブなどのセキュリティーに関連しないタスクを実行できます。権限を
限定して権利プロファイルを定義することもできます。たとえば、Cron Management
権利プロファイルは atジョブと cronジョブを管理します。役割を作成するとき
は、その役割に広い権限または狭い権限、あるいはその両方を割り当てることがで
きます。

次の図は、RBACにより、信頼できる相手に権限をどのように分散できるかを示して
います。
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RBACモデルでは、スーパーユーザーが 1つ以上の役割を作成します。役割は、権利
プロファイルに基づいて作成されます。続いてスーパーユーザーは、役割のタスク
に適したユーザーにその役割を割り当てます。ユーザーは、各自のユーザー名でロ
グインします。ログイン後ユーザーは、限定された管理コマンドとグラフィカル
ユーザーインタフェース (GUI)ツールを実行できる役割を引き受けます。

役割は柔軟に設定できるため、さまざまなセキュリティーポリシーに対応できま
す。Oracle Solarisには標準装備された役割がほとんどありませんが、さまざまな役割
を容易に構成できます。ほとんどの役割は、同じ名前の権利プロファイルに基づい
て構成できます。

■ ルート – rootユーザーと同等の強力な役割。ただし、この rootはログインを行う
ことはできません。通常のユーザーは、ログインしてから、割り当てられた root

役割を引き受ける必要があります。この役割は、デフォルトで構成されていま
す。

■ System Administrator –セキュリティーに関係のない管理作業を行う役割で、権限
が限定されています。この役割ではファイルシステム、メール、ソフトウェアの
インストールなどを管理できます。ただし、パスワードの設定は行えません。

■ Operator –バックアップやプリンタ管理などが行える、補佐的な管理者向けの役
割。

図 8–1 RBACによる権限の分散
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注 – Media Backup権利プロファイルは、ルートファイルシステム全体へのアクセ
スを提供します。したがって、Media Backup権利プロファイルとOperator権利プ
ロファイルは補佐的な管理者向けに設計されていますが、この管理者が信頼でき
るユーザーであることを確認する必要があります。

1つ以上のセキュリティー役割を構成することもできます。セキュリ
ティーは、Information Security、User Security、および Zone Securityの 3つの権利プロ
ファイルと、それらの補助プロファイルによって処理されます。ネットワークセ
キュリティーは、Information Security権利プロファイル内の補助プロファイルです。

これらの役割を実装する必要はありません。役割は、組織のセキュリティー要件に
応じて設定する機能です。1つの方法として、セキュリティー、ネット
ワーク、ファイアウォール管理などの領域における専用の管理者のための役割を設
定します。別の方法として、強力な管理者役割を 1つと上級ユーザー役割を作成す
ることもできます。この上級ユーザー役割は、自分のシステムの各部を修正するこ
とを認められたユーザーに割り当てます。

スーパーユーザーモデルとRBACモデルは共存できます。次の表では、RBACモデル
で設定できる権限 (スーパーユーザーから制限された通常のユーザーまで)を順に挙
げ、両モデルで監視できる管理アクションを示しています。システム上の特権のみ
の効果のサマリーについては、表 8–2を参照してください。

表 8–1 スーパーユーザーモデルと特権を使用したRBACモデルとの対比

システムにおけるユーザー権限 スーパーユーザーモデル RBACモデル

すべてのスーパーユーザー権限を持つ
スーパーユーザーになる

可能 可能

すべてのユーザー権限を持つ
ユーザーとしてログインする

可能 可能

権限が限定されたスーパーユーザーに
なる

不可能 可能

ユーザーとしてログインし、散発的に
スーパーユーザー権限を持つ

可能 (setuidプログラ
ムのみ)

可能 (setuidプログラム、および
RBACを使用)

すべてのスーパーユーザー権限ではな
く、一部の管理権限だけを持つ
ユーザーとしてログインする

不可能 可能 (RBACを使用、および直接
割り当てられた特権と承認を使
用)

通常のユーザーよりも少ない権限を持
つユーザーとしてログインする

不可能 可能 (RBACを使用、および削除
された特権を使用)

役割に基づくアクセス制御 (概要)
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表 8–1 スーパーユーザーモデルと特権を使用したRBACモデルとの対比 (続き)
システムにおけるユーザー権限 スーパーユーザーモデル RBACモデル

スーパーユーザーの処理を監視する 可能 (suコマンドを監
査することによって)

可能 (pfexec()への呼び出しを監
査することによって)

また、root役割を引き受けた
ユーザーの名前も監査トレール
に含まれる

RBACの要素と基本概念
Oracle SolarisのRBACモデルでは、次の要素が導入されました。
■ 承認 –追加権限を必要とするアクション群をユーザーまたは役割が実行できるよ
うにするアクセス権。たとえば、インストール時に、セキュリティーポリシーに
よって通常のユーザーに solaris.device.cdrw承認が与えられます。この承認に
よってユーザーはCD-ROMデバイスの読み取りと書き込みが行えます。承認の一
覧は、/etc/security/auth_attrファイルを参照してください。

■ 特権 –コマンド、ユーザー、役割、またはシステムに与えることができる個別の
権利。特権によってプロセスの正常実行が可能となります。たとえば、proc_exec

特権によってプロセスは execve()を呼び出すことができます。通常のユーザーに
は基本特権が与えられます。自分の基本特権を確認するには、ppriv -vl basic コ
マンドを実行します。その他のコマンドオプションについては、221ページ
の「特権を扱うための管理コマンド」を参照してください。

■ セキュリティー属性 –プロセス処理を可能にする属性。標準的なUNIX環境で
は、セキュリティー属性によって、通常のユーザーには禁止されている操作をプ
ロセスで実行できるようになります。たとえば、setuidおよび setgidプログラム
にはセキュリティー属性があります。RBACモデルでは、setuidおよび setgidプ
ログラムに加えて、承認と特権がセキュリティー属性になります。これらの属性
をユーザーに割り当てることができます。たとえば、solaris.device.allocate承
認が与えられたユーザーは、デバイスを独占的に使用するためにそのデバイスの
割り当てを行うことができます。特権をプロセスに割り当てることができま
す。たとえば、file_flag_set特権を持つプロセスは、変更不可能な、リンク解
除できない、または追加のみのファイル属性を設定できます。

■ 特権付きアプリケーション –セキュリティー属性を確認することによってシステ
ム制御をオーバーライドするアプリケーションまたはコマンド。典型的なUNIX
環境とRBACモデルでは、setuidと setgidを使用するプログラムは特権付きアプ
リケーションです。RBACモデルでは、処理を正常に実行する上で特権または承
認を必要とするプログラムも特権付きアプリケーションです。詳細は、146
ページの「特権付きアプリケーションとRBAC」を参照してください。

■ 権利プロファイル –役割またはユーザーに割り当てることができるセキュリ
ティー属性の集合。権利プロファイルには、承認、直接割り当てられた特権、セ
キュリティー属性を持つコマンド、およびほかの権利プロファイルを含めること
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ができます。別のプロファイル内に存在するプロファイルは、補助権利プロ
ファイルと呼ばれます。権利プロファイルは、セキュリティー属性をグループ化
する手段として便利です。

■ 役割 –特権付きアプリケーションを実行するための特殊な識別情報。この特殊な
識別情報を取得できるのは、あらかじめ割り当てられたユーザーだけです。役割
(root役割を含む)によって実行されるシステムでは、スーパーユーザーは必要あ
りません。スーパーユーザー権限はいくつかの役割に分散されます。たとえ
ば、役割が 2つ存在するシステムでは、セキュリティータスクをセキュリ
ティー役割によって処理し、セキュリティー関連ではないシステム管理タスクを
他方の役割で処理できます。役割を細かく分割することも可能です。たとえ
ば、システムに、暗号化フレームワーク、プリンタ、システム時間、ファイルシ
ステム、および監査を処理するための個別の管理役割を含めることができます。

次の図では、各RBAC要素の動作を示します。

次の図は、Network Security役割とNetwork Security権利プロファイルを使用し
て、RBAC関係を示したものです。

図 8–2 RBAC要素の関係
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Network Security役割は、IPsec、wifi、およびネットワークリンクを管理するために使
用されます。この役割は、ユーザー jdoeに割り当てられています。jdoeは、この役
割に切り替えてから役割のパスワードを指定することによって、この役割になるこ
とができます。管理者は、役割のパスワードではなくユーザーパスワードを受け入
れるようにこの役割をカスタマイズできます。

図 8–3では、Network Security権利プロファイルがNetwork Security役割に割り当てら
れています。Network Security権利プロファイルには、Network Wifi Security、Network
Link Security、およびNetwork IPsec Managementという、順番に評価される補助プロ
ファイルが含まれています。これらの補助プロファイルが役割のプライマリタスク
に追加されます。

Network Security権利プロファイルには、直接割り当てられた 3つの承認と、セ
キュリティー属性を持つ 2つのコマンドがありますが、直接割り当てられた特権は
ありません。補助権利プロファイルには、直接割り当てられた承認があり、それら
の 2つにはセキュリティー属性を持つコマンドがあります。Network Security役割で
は、jdoeはこれらのプロファイル内で割り当てられているすべての承認を持ち、こ
れらのプロファイル内のセキュリティー属性を持つすべてのコマンドを実行できま
す。jdoeは、ネットワークセキュリティーを管理できます。

図 8–3 RBAC要素の関係の例
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特権エスカレーション
Oracle Solarisでは、管理者がセキュリティーを構成するとき、高い柔軟性が提供され
ます。ソフトウェアがインストールされた状態では、特権エスカレーションは許可
されません。特権エスカレーションは、意図していたよりも多くの管理権限が
ユーザーまたはプロセスに与えられたときに発生します。このため、特権は単なる
特権ではなく、あらゆるセキュリティー属性を意味します。

Oracle Solarisソフトウェアには、root役割にのみ割り当てられるセキュリティー属
性が含まれています。ほかのセキュリティー保護が存在する状態で、root役割用に
設計された属性を管理者がほかのアカウントに割り当てる可能性がありますが、こ
のような割り当ては慎重に行う必要があります。

次の権利プロファイルと一連の承認は、root以外のアカウントの特権をエスカ
レートできます。

■ Media Restore権利プロファイル –このプロファイルは存在しますが、ほかのどの
権利プロファイルにも含まれていません。Media Restoreはルートファイルシステ
ム全体へのアクセスを提供するため、これを使用することで特権のエスカ
レーションが可能です。故意に改ざんされたファイルや交換したメディアを復元
できます。デフォルトでは、root役割にはこの権利プロファイルが含まれていま
す。

■ solaris.*.assign承認 –これらの承認は存在しますが、どの権利プロファイルまたは
アカウントにも割り当てられていません。solaris.*.assign承認を持つアカウン
トは、そのアカウント自体に割り当てられていないセキュリティー属性をほかの
ユーザーに割り当てることができます。たとえば、solaris.profile.assign承認
を持つ役割は、その役割自体に割り当てられていない権利プロファイルをほかの
アカウントに割り当てることができます。デフォルトでは、solaris.*.assign承
認を持つのは root役割だけです。

ベストプラクティスは、solaris.*.assign承認ではなく、solaris.*.delegate承
認を割り当てることです。solaris.*.delegate承認を使用すると、委託者は、そ
の委託者が所有するセキュリティー属性のみをほかのアカウントに割り当てるこ
とができます。たとえば、solaris.profile.delegate承認が割り当てられた役割
は、その役割自体に割り当てられている権利プロファイルをほかのユーザーや役
割に割り当てることができます。

特権セキュリティー属性に影響するエスカレーションについては、223ページの「特
権エスカレーションの防止」を参照してください。

RBACの承認
「承認」は、役割またはユーザーに許可できる個別の権限です。承認
は、ユーザーアプリケーションレベルでポリシーを適用します。
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承認は役割またはユーザーに直接割り当てることができますが、承認を権利プロ
ファイルに入れておくことが最善の方法です。権利プロファイルは役割に追加さ
れ、役割がユーザーに割り当てられます。例については、図 8–3を参照してくださ
い。

delegateまたは assignという単語を含む承認を使用すると、ユーザーまたは役割
は、セキュリティー属性をほかのユーザーに割り当てることができます。

特権のエスカレーションを回避するために、アカウントに assign承認を割り当てな
いでください。

■ delegate承認を使用すると、委託者は、その委託者が所有するセキュリティー属
性のみをほかのユーザーに割り当てることができます。たとえ
ば、solaris.profile.delegate承認が割り当てられた役割は、その役割自体に割
り当てられている権利プロファイルをほかのユーザーに割り当てることができま
す。

■ assign承認を使用すると、割り当て者は、そのアカウントが所有していないセ
キュリティー属性をほかのユーザーに割り当てることができます。たとえ
ば、solaris.profile.assign承認を持つ役割は、任意の権利プロファイルをほか
のユーザーに割り当てることができます。

solaris.*.assign承認は提供されていますが、どのプロファイルにも含まれていま
せん。デフォルトでは、solaris.*.assign承認を持つのは root役割だけです。

RBACに準拠したアプリケーションは、ユーザーの承認を確認してから、アプリ
ケーションまたはアプリケーション内の特定の操作に対するアクセス権を許可しま
す。この承認の確認は、従来のUNIXアプリケーションが行なっていた UID=0の確認
に代わるものです。承認についての詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 214ページの「承認」
■ 217ページの「auth_attrデータベース」
■ 220ページの「承認を必要とする特別なコマンド」

承認と特権
特権は、カーネル内でセキュリティーポリシーを適用します。承認と特権の違い
は、セキュリティーポリシーが適用されるレベルにあります。プロセスに適切な特
権がないと、特権化された処理の実行がカーネルによって防止される可能性があり
ます。適切な承認が与えられていないユーザーは、特権付きアプリケーションを使
用できなかったり、特権付きアプリケーションに含まれるセキュリティーの厳しい
処理を実行できなかったりする可能性があります。特権についての詳細は、150
ページの「特権 (概要)」を参照してください。
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特権付きアプリケーションとRBAC
システム制御をオーバーライドするアプリケーションとコマンドは、特権付きアプ
リケーションとみなされます。アプリケーションは、UID=0のようなセキュリ
ティー属性、特権、および承認によって特権化されます。

UIDとGIDを確認するアプリケーション
root (UID=0)やその他の特殊なUIDまたはGIDを確認する特権付きアプリケーション
は、UNIX環境に古くから存在します。権利プロファイルのメカニズムによって、特
定の IDを必要とするコマンドを分離できます。任意のユーザーがアクセスできるコ
マンドの IDを変更する代わりに、セキュリティー属性が割り当てられたコマンドを
権利プロファイル内に配置できます。その権利プロファイルを持つユーザーまたは
役割であれば、スーパーユーザー以外でもプログラムを実行できます。

IDとして、実 IDまたは実効 IDを指定できます。実効 IDを割り当てた場合は、実
IDより優先されます。実効 IDは、ファイルアクセス権ビットの setuid機能に相当
します。実行 IDは、監査のためにUIDの識別も行います。ただし、rootの実UID
を要求するシェルスクリプトやプログラムのために、実 IDも設定できます。たとえ
ば、rebootコマンドには実効UIDではなく、実UIDが必要です。あるコマンドを実
行するために実効 IDでは十分でない場合は、そのコマンドに実 IDを割り当てる必
要があります。

特権を確認するアプリケーション
特権付きアプリケーションでは、特権の使用を確認できます。RBAC権利プロファイ
ルメカニズムを使用すると、セキュリティー属性が必要な特定のコマンドの特権を
指定できます。次に、セキュリティー属性が割り当てられたコマンドを権利プロ
ファイル内に分離できます。この権利プロファイルを持つユーザーまたは役割
は、そのコマンドの実行に必要な特権だけを使用してコマンドを実行できます。

特権を確認するコマンドとして次のようなものがあります。

■ Kerberosコマンド (kadmin、kprop、kdb5_utilなど)
■ ネットワークコマンド (ipadm、routeadm、snoopなど)
■ ファイルコマンドとファイルシステムコマンド (chmod、chgrp、mountなど)
■ プロセスを制御するコマンド (kill、pcred、rcapadmなど)

特権を持つコマンドを権利プロファイルに追加するには、181ページの「権利プロ
ファイルを作成する方法」および profiles(1)のマニュアルページを参照してくださ
い。特定のプロファイル内の特権がどのコマンドで確認されるかを判定するには、162
ページの「定義済みのすべてのセキュリティー属性を表示する方法」を参照して

ください。
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承認を確認するアプリケーション
Oracle Solarisには、承認を確認するコマンドも用意されています。当然ながら、root

ユーザーにはあらゆる承認が与えられます。このため、rootユーザーは任意のアプ
リケーションを実行できます。承認があるかどうかを確認するアプリケーションに
は次のようなものがあります。

■ 監査管理用のコマンド (auditconfig、auditreduceなど)
■ プリンタ管理用のコマンド (lpadmin、lpfilterなど)
■ バッチジョブ関連のコマンド (at、atq、batch、crontabなど)
■ デバイス向けのコマンド (allocate、deallocate、list_devices、cdrwなど)

承認の確認のためにスクリプトまたはプログラムをテストする場合は、例 9–23を参
照してください。承認が必要なプログラムを作成するには、『Oracle Solaris 11セ
キュリティーサービス開発ガイド』の「承認について」を参照してください。

RBACの権利プロファイル
権利プロファイルは、管理権限が必要なタスクを実行するために役割または
ユーザーに割り当てることができるセキュリティー属性の集合です。権利プロ
ファイルには、承認、特権、セキュリティー属性が割り当てられたコマンド、およ
びほかの権利プロファイルを含めることができます。権利プロファイル内で割り当
てられた特権は、すべてのコマンドで有効です。権利プロファイルにはまた、初期
の継承可能セットを削減または拡張したり、特権の制限セットを削減したりするた
めのエントリも含まれています。

権利プロファイルについての詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 211ページの「権利プロファイル」
■ 217ページの「prof_attrデータベース」
■ 218ページの「exec_attrデータベース」

RBACの役割
「役割」は、特権付きアプリケーションを実行できる特別な種類のユーザーアカウ
ントです。役割は、ユーザーアカウントと同じ方法で作成され、ホームディレクト
リ、グループ割り当て、パスワードなどを持ちます。権利プロファイルと承認
は、役割に管理権限を与えます。役割は、ほかの役割やユーザーから権限を継承す
ることはできません。個々の役割によってスーパーユーザー権限が分配されるた
め、安全な管理が行えるようになります。
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ユーザーが役割を引き受けると、その役割の属性がすべてのユーザー属性を置き換
えます。役割情報は、passwd、shadow、および user_attrデータベースに保存されま
す。役割のアクションを監査できます。役割の設定についての詳細は、次のセク
ションを参照してください。

■ 175ページの「RBACの実装を計画する方法」
■ 177ページの「役割を作成する方法」
■ 194ページの「役割のセキュリティー属性を変更する方法」

各役割は、複数のユーザーに割り当てることができます。同じ役割になるすべての
ユーザーは、同じ役割のホームディレクトリを持ち、同じ環境で動作し、同じ
ファイルへのアクセス権を持ちます。ユーザーは、suコマンドを実行し、役割名と
パスワードを指定することによって、コマンド行から役割を引き受けることができ
ます。デフォルトでは、ユーザーが役割に対して認証されるには、その役割のパス
ワードを指定します。管理者は、ユーザーが、そのユーザーのパスワードを指定す
ることによって認証できるようにシステムを構成できます。手順については、198
ページの「ユーザーが自分のパスワードを使用して役割になれるようにする方
法」を参照してください。

役割自体が直接ログインすることはできません。ユーザーがまずログインし、続い
て役割を引き受けます。役割を引き受けたあとは、その役割を終了するまでほかの
役割を引き受けることはできません。つまり、その役割を終了すれば、ほかの役割
を引き受けることができます。

Oracle Solarisでは rootは役割であるため、匿名の rootログインが回避されます。プ
ロファイルシェルコマンド pfexecが監査の対象となっている場合、監査トレールに
はログインユーザーの実UID、そのユーザーが引き受けた役割、およびその役割が
行なったアクションが記録されます。役割による処理を行うシステムまたは特定の
ユーザーを監査する方法については、180ページの「役割を監査する方法」を参照し
てください。

ソフトウェアに付属する権利プロファイルは、役割に対応するように設計されてい
ます。たとえば、System Administrator権利プロファイルを使用すると、System
Administrator役割を作成できます。役割を構成するには、177ページの「役割を作成
する方法」を参照してください。

プロファイルシェルとRBAC
ユーザーや役割は、プロファイルシェルから特権付きアプリケーションを実行でき
ます。プロファイルシェルは、権利プロファイルに含まれるセキュリティー属性を
認識する特殊なシェルです。管理者は、プロファイルシェルをログインシェルとし
て特定のユーザーに割り当てることができます。そうでない場合は、その
ユーザーが役割になるために suコマンドを実行したときに、プロファイルシェルが
起動されます。Oracle Solarisでは、どのシェルにも、対応するプロファイルシェルが
あります。たとえば、Bourneシェル (sh)、bashシェル (bash)、およびKornシェル
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(ksh)に対応するプロファイルシェルは、それぞれ pfsh、pfbash、および pfksh

シェルです。プロファイルシェルのリストについては、pfexec(1)のマニュアル
ページを参照してください。

権利プロファイルが直接割り当てられていて、ログインシェルがプロファイル
シェルではないユーザーが、セキュリティー属性が割り当てられたコマンドを実行
するには、プロファイルシェルを呼び出す必要があります。操作性やセキュリ
ティーに関する考慮事項については、149ページの「セキュリティー属性を直接割り
当てる場合に考慮すべきセキュリティー事項」を参照してください。

プロファイルシェルで実行されるコマンドはすべて、監査の対象に含めることがで
きます。詳細は、180ページの「役割を監査する方法」を参照してください。

ネームサービススコープとRBAC
ネームサービススコープは、RBACを理解する上で重要な概念です。役割の適用範囲
は、個々のホストに限定されることがあります。また、LDAPなどのネームサービス
からサービスを受けるすべてのホストが適用範囲に含まれることもあります。ある
システムのネームサービスの適用範囲は、ネームスイッチサービス
svc:/system/name-service/switchで指定されます。検索は、最初に一致した時点で
停止します。たとえば、権利プロファイルが 2つのネームサービススコープに存在
する場合、最初のネームサービススコープに含まれるエントリだけが使用されま
す。filesが最初に一致した場合、役割の適用範囲はローカルホストに制限されま
す。

セキュリティー属性を直接割り当てる場合に考慮
すべきセキュリティー事項
一般にユーザーは、役割を通して管理権限を取得します。承認、特権、および特権
付きコマンドは、権利プロファイルにグループ化されます。権利プロファイルは役
割に含められ、役割がユーザーに割り当てられます。

権利プロファイルとセキュリティー属性を直接割り当てることも可能です。

■ ユーザーには、権利プロファイル、特権、および承認を直接割り当てることがで
きます。

■ 役割とユーザーには、特権と承認を直接割り当てることができます。

しかし、特権の割り当てを直接行うことは安全とは言えません。特権が直接割り当
てられたユーザーと役割は、カーネルがその特権を要求するどの場合でもセキュリ
ティーポリシーをオーバーライドできます。安全なやり方は、特権をコマンドのセ
キュリティー属性として権利プロファイル内で割り当てる方法です。そうする
と、その特権は、その権利プロファイルを持つユーザーが、そのコマンドでのみ使
用できます。
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承認はユーザーレベルで作用するため、承認の直接割り当ては特権の直接割り当て
よりリスクが小さいと言えます。しかし、承認が与えられることで、ユーザーは監
査フラグの割り当てなどの高いセキュリティーが求められるタスクも実施できるよ
うになります。

セキュリティー属性を直接割り当てる場合の操作
性に関する注意事項
権利プロファイルやセキュリティー属性を直接割り当てると、操作性に影響を与え
ることがあります。

■ 直接割り当てられた特権や承認、および直接割り当てられた権利プロファイル内
のコマンドや承認は、有効にするためにプロファイルシェルで解釈する必要があ
ります。デフォルトでは、ユーザーにはプロファイルシェルが割り当てられませ
ん。

ユーザーは忘れずにプロファイルシェルを開き、そのシェルでコマンドを実行す
る必要があります。

■ 承認を個々に割り当てる方法には拡張性がありません。さらに、直接割り当てら
れた承認は、タスクを実行するには十分でない可能性があります。タスクに特権
付きコマンドが必要な場合もあります。

権利プロファイルは、承認と特権付きコマンドをまとめるように設計されていま
す。また、この方法には拡張性もあります。

特権 (概要)
プロセス権管理は、プロセスをコマンド、ユーザー、役割、またはシステムのいず
れかのレベルに限定するために利用できます。Oracle Solarisでは、特権を通してプロ
セス権管理を行います。特権は、システムに対するすべてのスーパーユーザー権限
を 1人のユーザーまたは 1つのプロセスだけが持っている場合に伴うセキュリ
ティーリスクを軽減します。特権とRBACは、従来のスーパーユーザーモデルの代
替となる強力なモデルを提供します。

■ RBACについては、137ページの「役割に基づくアクセス制御 (概要)」を参照して
ください。

■ 特権を管理する方法については、201ページの「特権の使用 (タスク)」を参照して
ください。

■ 特権に関する参照情報については、221ページの「特権」を参照してください。
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カーネルプロセスを保護する特権
特権は、処理を実行するためにプロセスが必要とする個々の権利です。この権利は
カーネルにおいて実効性があります。特権の基本セットの範囲内で動作するプログ
ラムは、システムセキュリティーポリシーの範囲内で動作します。setuidプログラ
ムは、システムセキュリティーポリシーの範囲を超えて動作するプログラムの例で
す。特権を使用することで、プログラムは setuidを呼び出さなくてすみます。

特権は、システム上で行える処理を個々にエミュレートします。プログラムは、そ
の実行に必要な最小限の特権で実行できます。たとえば、ファイルを操作するプロ
グラムには、file_dac_writeおよび file_flag_set特権が必要になることがありま
す。プロセス上のこれらの特権により、rootとしてプログラムを実行する必要がな
くなります。

従来、システムは特権モデルを追求してきませんでした。むしろ、システムは
スーパーユーザーモデルを使用していました。スーパーユーザーモデルでは、プロ
セスは rootまたはユーザーとして実行されます。ユーザープロセスは、ユーザーの
ディレクトリとファイルにだけ作用するように限定されました。rootプロセス
は、システム上の任意の場所にディレクトリとファイルを作成できまし
た。ユーザーのディレクトリ以外の場所にディレクトリを作成する必要があるプロ
セスは、UID=0を使用して (つまり rootとして)実行されました。セキュリティーポ
リシーは、システムファイルを保護するのに、任意アクセス制御 (Discretionary
Access Control、DAC)に依存していました。デバイスノードは、DACによって保護さ
れました。たとえば、グループ sysが所有しているデバイスをオープンできるのは
このグループのメンバーだけでした。

しかし、setuidプログラムやファイルアクセス権、管理アカウントなどは悪用され
る危険性があります。setuidプロセスに許可されているアクションは、このプロセ
スがその処理に必要な数を上回っています。setuidプログラムが侵入者に攻撃され
た場合には、全権を有する rootユーザーとしてふるまわれてしまいます。同様
に、rootパスワードにアクセスできるユーザーは誰でもシステム全体に損害を与え
かねません。

これとは対照的に、特権によるポリシーを適用するシステムでは、ユーザー権限と
root権限との間に段階を付けることができます。あるユーザーに通常のユーザーの
権限を越える動作を実行するための特権を付与したり、rootの特権を rootが現在所
有している数より少ない数に制限したりできます。RBACでは、特権で実行されるコ
マンドを権利プロファイルとして分離し、これを 1人のユーザーまたは 1つの役割に
割り当てることができます。表 8–1は、特権を使用したRBACモデルで利用できる
ユーザー権限と root権限間の段階的な変化を示しています。

特権モデルでは、スーパーユーザーモデルより高いレベルのセキュリティーが実現
されます。プロセスから削除された特権が悪用される可能性はありません。プロセ
ス特権を利用することで、プログラムまたは管理アカウントが全機能のアクセス権
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を得ないように防止できます。プロセス特権は、DAC保護だけでは弱点を突かれて
アクセス権が取得される可能性があることから、重要なファイルを保護するための
追加手段にもなります。

特権を使用することで、必要な機能しか持たないようにプログラムとプロセスを制
限できます。これは、「最小特権の原則」と呼ばれます。最小特権が実装されたシ
ステムでは、プロセスを取得した侵入者がアクセスできるのはそのプロセスに割り
当てられた特権だけです。システムのほかの部分を攻撃することはできません。

特権の種類
特権は、それぞれの領域に基づいて論理的にグループ化されます。

■ FILE特権 –文字列 fileで始まる特権は、ファイルシステムオブジェクトに対して
作用します。たとえば、file_dac_write特権は、ファイルへの書き込みの際に任
意アクセス制御をオーバーライドします。

■ IPC特権 –文字列 ipcで始まる特権は、IPCオブジェクトアクセス制御を
オーバーライドします。たとえば、ipc_dac_read特権を使用すると、DACに
よって保護されているリモート共有メモリーを読み取るプロセスが可能となりま
す。

■ NET特権 –文字列 netで始まる特権は、特定のネットワーク機能へのアクセスを可
能にします。たとえば、net_rawaccess特権を使用すると、デバイスをネット
ワークに接続できます。

■ PROC特権 –文字列 procで始まる特権は、プロセスがそれ自体の限定されたプロパ
ティーを変更できます。PROC特権の中には、ごくわずかな効果しかない特権もあ
ります。たとえば、proc_clock_highres特権は、プロセスが高分解能タイマーを
使用できます。

■ SYS特権 –文字列 sysで始まる特権は、各種のシステムプロパティーに対する無制
限のアクセス権をプロセスに与えます。たとえば、sys_linkdir特権を使用する
と、プロセスはディレクトリに対するハードリンクの確立と解除が行えます。

その他の論理グループには、CONTRACT、CPC、DTRACE、GRAPHICS、VIRT、WINなどがあ
ります。

特権の中にはシステムに対する影響が少ないものもあれば、大きな影響を与えるも
のもあります。次の proc_taskid特権の定義は、この特権の影響が小さいことを示し
ています。

proc_taskid

Allows a process to assign a new task ID to the calling process.

net_rawaccess特権の定義は、その影響が広範囲に及ぶことを示しています。

net_rawaccess

Allow a process to have direct access to the network layer.
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privileges(5)のマニュアルページには、すべての特権の説明が記載されていま
す。コマンド ppriv -lvを実行すると、各特権の説明が標準出力に出力されます。

特権を使用したシステムにおける管理上の相違点
特権を持つシステムと特権を持たないシステムとでは、明白な違いがいくつかあり
ます。次の表に相違点の一部を示します。

表 8–2 特権を持つシステムと特権を持たないシステムとの明白な違い

機能 特権なし 特権

デーモン デーモンが rootとして実行されます。 デーモンが、ユーザー daemonとして実行されます。

たとえば、デーモン lockdおよび rpcbindには適切な特権が
割り当てられており、daemonとして実行されます。

ログファイル
の所有権

ログファイルは rootによって所有され
ます。

ログファイルはログファイルを作成した daemonによって所
有されます。rootユーザーがこのファイルを所有すること
はありません。

エ
ラーメッセージ

エラーメッセージで
スーパーユーザーが言及されます。

たとえば、chroot: not superuser。

エラーメッセージで特権の使用が言及されます。

たとえば、chrootエラーと同等のエラーメッセージは
chroot: exec failed。

setuidプログ
ラム

プログラムは、通常のユーザーが実行
を許可されていないタスクを完了する
ために setuidを使用します。

多くの setuidプログラムは、特権を使用して実行されるよ
うに変更されました。

たとえば、コマンド
audit、ikeadm、ipadm、ipsecconf、ping、traceroute、およ
び newtaskは特権を使用します。

ファイルのア
クセス権

デバイスアクセス権はDACによって制
御されます。たとえば、グループ sys

のメンバーは /dev/ipを開くことがで
きます。

デバイスを開くことができるユーザーをファイルアクセス権
(DAC)が予測することはありません。デバイスは、DACと
デバイスポリシーによって保護されます。

たとえば、/dev/ipファイルには 666アクセス権があります
が、デバイスを開くことができるのは適切な特権を持つプロ
セスだけです。rawソケットは依然としてDACによって保
護されます。

監査イベント suコマンドの使用の監査によって、多
くの管理機能がカバーされます。

特権の使用の監査によって、ほとんどの管理機能がカバーさ
れます。pm、ps、ex、ua、および as監査クラスには、デバ
イスポリシーや特権の使用をモニターする監査イベントが含
まれています。

プロセス数 プロセスは、プロセスの所有者に
よって保護されます。

プロセスは特権によって保護されます。プロセス特権とプロ
セスフラグは、/proc/<pid>ディレクトリ内の新しいエント
リである privとして確認できます。
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表 8–2 特権を持つシステムと特権を持たないシステムとの明白な違い (続き)
機能 特権なし 特権

デバッグ コアダンプ内で特権の言及はありませ
ん。

コアダンプの ELF注記セクションで、NT_PRPRIVおよび
NT_PRPRIVINFOの注記としてプロセス特権とフラグについて
の情報が示されます。

pprivコマンドやその他のコマンドでは、適切にサイズ設定
されたセットの正しい数が示されます。これらのコマンドで
は、ビットセット内のビットが特権名に正しく対応付けられ
ます。

特権とシステムリソース
Oracle Solarisでは、project.max-locked-memoryおよび zone.max-locked-memoryリ
ソース制御を使用すると、PRIV_PROC_LOCK_MEMORY特権が割り当てられているプロセ
スのメモリー消費を制限できます。プロセスはこの特権を使うことで、物理メモ
リー内のページをロックできます。

PRIV_PROC_LOCK_MEMORY特権を権利プロファイルに割り当てると、この特権を持つプ
ロセスに、すべてのメモリーをロックする権限を与えることになります。安全対策
として、この特権ユーザーがすべてのメモリーをロックできないように、リソース
制御を設定してください。特権付きプロセスが非大域ゾーン内で実行される場合に
は、zone.max-locked-memoryリソース制御を設定します。特権付きプロセスがシステ
ム上で実行される場合には、プロジェクトを作成し、project.max-locked-memoryリ
ソース制御を設定します。これらのリソース制御については、『Oracle Solaris 11.1の
管理: Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理』の第 6
章「リソース制御 (概要)」および『Oracle Solaris 11.1の管理: Oracle Solaris
ゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理』の第 16章「非大域ゾーンの
構成 (概要)」を参照してください。

特権の実装方法
各プロセスには、プロセスが特定の特権を使用できるかどうかを判断する 4セット
の特権があります。カーネルは、特権「有効セット」を自動的に計算します。初期
の特権「継承可能セット」は変更できます。特権を使用するように作成されている
プログラムは、そのプログラムで使用する特権の「許可されたセット」を減らすこ
とができます。特権「制限セット」は縮小できます。

■ 有効特権セット (E) –現在有効である特権の集合です。プロセスは、許可された
セット内の特権を有効セットに追加できます。プロセスは、Eから特権を削除す
ることもできます。
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■ 許可された特権セット (P) –使用できる特権の集合です。プログラムは、継承また
は割り当てを通して特権を使用できます。実行プロファイルは、プログラムに特
権を割り当てる方法の 1つです。setuidコマンドは、rootが持つすべての特権を
プログラムに割り当てます。許可されたセットから特権を削除することはできま
すが、許可されたセットに特権を追加することはできません。Pから削除された
特権は、Eからも自動的に削除されます。
「特権を認識する」プログラムは、そのプログラムがまったく使用することのな
い特権をそのプログラムの許可されたセットから削除します。この方法では、不
要な特権がそのプログラムや悪質なプロセスによって悪用されることが防止され
ます。特権を認識するプログラムについての詳細は、『Oracle Solaris 11セキュリ
ティーサービス開発ガイド』の第 2章「特権付きアプリケーションの開発」を参
照してください。

■ 継承可能な特権セット (I) – exec呼び出しでプロセスが継承できる特権の集合で
す。execへの呼び出しのあと、継承された特権は許可されたセットと実効セット
内に配置されるため、setuidプログラムという特殊なケースを除き、これらの
セットが等しくなります。

setuidプログラムの場合は、execへの呼び出しのあと、継承可能セットがまず制
限セットによって制限されます。続いて、継承された特権のセット (I)から制限
セット (L)が除かれたものが、そのプロセスの Pと Eに割り当てられます。

■ 制限特権セット (L) –プロセスおよびその子プロセスで使用できる特権の外側の限
界です。デフォルトでは、制限セットはすべての特権です。プロセスは制限
セットを縮小することはできますが、制限セットを拡張することはできませ
ん。Lは Iの制限に使用されます。このため、Lは execの時点で Pと Eを制限しま
す。

特権が割り当てられたプログラムを含むプロファイルがユーザーに割り当てられ
ている場合、通常そのユーザーはそのプログラムを実行できます。未変更のシス
テムでは、プログラムの割り当て済み特権はユーザーの制限セットの範囲内で
す。プログラムに割り当てられている特権は、ユーザーの許可されたセットの一
部になります。特権を割り当てられたプログラムを実行するには、プロファイル
シェルからそのプログラムを実行する必要があります。

カーネルは、「基本特権セット」を認識します。変更されていないシステムの場
合、各ユーザーの初期の継承可能セットはログイン時の基本セットと同じです。基
本セットを変更することはできませんが、ユーザーが基本セットからどの特権を継
承するかは変更できます。

未変更のシステムでは、ログイン時のユーザーの特権セットは次のようになりま
す。

E (Effective): basic

I (Inheritable): basic

P (Permitted): basic

L (Limit): all
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このため、ログイン時には各ユーザーの基本セットは、それぞれの継承可能
セット、許可されたセット、および有効セットに含まれます。ユーザーの制限
セットは、ゾーン (大域または非大域)のデフォルトの制限セットと同等で
す。ユーザーの有効セットに特権を追加するには、そのユーザーに権利プロファイ
ルを割り当てる必要があります。権利プロファイルは、通常、特権が追加されたコ
マンドを含みます。特権はユーザーまたは役割に直接割り当てることもできます
が、そのような特権割り当てはリスクを伴います。リスクの詳細は、149ページ
の「セキュリティー属性を直接割り当てる場合に考慮すべきセキュリティー事
項」を参照してください。

プロセスが特権を取得する方法
プロセスは特権を継承できます。あるいは、プロセスに特権を割り当てることもで
きます。プロセスは、その親から特権を継承します。ログイン時に、ユーザーの初
期継承可能特権セットによって、そのユーザーのプロセスで使用できる特権が決ま
ります。ユーザーの当初のログインの子プロセスはすべて、このセットを継承しま
す。

プログラム、ユーザー、および役割に特権を直接割り当てることもできます。プロ
グラムで特権が必要な場合は、権利プロファイル内でそのプログラムの実行可能
ファイルに特権を割り当てます。そのプログラムの実行を許可されたユーザーまた
は役割には、そのプログラムが入ったプロファイルを割り当てます。ログイン
時、あるいはプロファイルシェルが開かれている場合、プログラムの実行可能
ファイルがプロファイルシェルで入力されると、そのプログラムは特権を使用して
実行されます。たとえば、Object Access Managementプロファイルが含まれる役割
は、file_chown特権を使用して chmodコマンドを実行できます。

付加的な特権が直接割り当てられたプログラムを役割またはユーザーが実行する場
合、割り当てられているその特権は役割またはユーザーの継承可能セットに追加さ
れます。特権が割り当てられたプログラムの子プロセスは、親プロセスの特権を継
承します。子プロセスが親プロセスよりも多くの特権を必要とする場合には、子プ
ロセスに直接それらの特権を割り当てる必要があります。

特権を使用するように作成されているプログラムは、特権を認識するプログラムと
呼ばれます。特権を認識するプログラムは、プログラム実行中に特権の使用を有効
にしたり、無効にしたりします。本稼動環境で使用するためには、この特権をその
プログラムに割り当てる必要があります。

特権を認識するコードの例については、『Oracle Solaris 11セキュリティーサービス
開発ガイド』の第 2章「特権付きアプリケーションの開発」を参照してくださ
い。特権を必要とするプログラムに特権を割り当てる場合は、例 9–18を参照してく
ださい。
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特権の割り当て
特権の割り当ては、セキュリティー管理者の権限を与えられたユーザーが行いま
す。ベストプラクティスは、特権を権利プロファイル内のコマンドに割り当てるこ
とです。この割り当てのあと、この権利プロファイルを役割またはユーザーに割り
当てます。

特権はまた、ユーザー、役割、または権利プロファイルに直接割り当てることもで
きます。セッションで特権を適切に使用すると信頼できるユーザーには、特権を直
接割り当てることができます。直接の割り当てに適した候補として
は、proc_clock_highresなどの、影響が限られる特権があります。直接の割り当て
に適しない候補としては、file_dac_writeなどの、影響が広範囲に及ぶ特権があり
ます。

ユーザーまたはシステムに対して特権を拒否することもできます。ユーザーまたは
システムの初期継承可能セットまたは制限セットから特権を削除する場合は、注意
が必要です。

ユーザーまたは役割の特権の拡張
ユーザーや役割には、継承可能な特権セットがあります。制限セットには初めにす
べての特権が設定されるため、このセットは拡張できません。初期継承可能セット
は、ユーザー、役割、システムを対象に拡張できます。プロセスには、継承可能
セットに含まれない特権も割り当てることができます。

使用可能な特権を 3つの方法で拡張できます。
■ 初期継承可能セットは、ユーザー、役割、システムを対象に拡張できます。
■ 継承可能セットに含まれていない特権は、プロセスに明示的に割り当てることが
できます。

■ 継承可能セットに含まれていない特権は、ネットワークポート、UID、または
ファイルオブジェクトに明示的に割り当てることができます。この特権の使用
は、拡張ポリシーと呼ばれます。

特権を追加するのにもっとも適した方法は、プロセスごとの特権割り当てで
す。ユーザーに役割を割り当てることによって、そのユーザーが実行できる特権付
き操作の数を拡張できます。この役割には、特権が追加されたコマンドを含む権利
プロファイルが割り当てられます。役割を引き受ける際に、ユーザーはその役割の
プロファイルシェルを取得します。その役割のシェルで権利プロファイルに含まれ
ているコマンドが入力されると、それらのコマンドは追加された特権で実行されま
す。

権利プロファイルは、ユーザーが引き受ける役割にではなく、ユーザーに割り当て
ることもできます。ユーザーがプロファイルシェル (pfkshなど)を開いたとき、その
ユーザーは特権を使用して自分の権利プロファイル内のコマンドを実行できま
す。通常のシェルでは、特権によるコマンドの実行は行われません。特権が指定さ
れたプロセスは、特権化されたシェルでしか実行できません。
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ユーザー、役割、またはシステムの初期継承可能特権セットを拡張するのは、特権
を割り当てる方法として安全とは言えません。継承可能セット内の特権はすべ
て、許可されたセットと有効セット内に存在します。シェル内でユーザーまたは役
割が入力するコマンドはすべて、直接割り当てられた特権を使用できます。直接割
り当てられた特権を使用すると、ユーザーまたは役割は、自分の管理責任の範囲を
超えている場合もある操作を容易に実行できます。

このリスクを軽減するには、ユーザーまたは役割に特権を割り当てることによ
り、そのユーザーまたは役割が一度にオブジェクトに対して操作できるようにでき
ます。可能性のあるオブジェクトとして、ネットワークポート、UID、および
ファイルオブジェクトがあります。たとえば、/var/coreディレクトリ内のファイル
に対する file_dac_read特権をユーザーに割り当てることができま
す。file_dac_read特権は、この拡張ポリシーが適用されるときに、そのユーザーの
プロセスの実効セット内に存在する必要があります。その場合は、このディレクト
リオブジェクトに対する拡張ポリシーがこのユーザーに割り当てられると、その
ユーザーは /var/coreディレクトリ内のすべてのファイルを読み取ることができま
す。

システムの初期継承可能特権セットを拡張すると、そのシステムにログインする
ユーザー全員の基本特権が拡張されます。このような直接の割り当てを使用する
と、システムのすべてのユーザーが、通常のユーザーの範囲外にある可能性のある
操作を容易に実行できるようになります。

注 –制限セットには初めにすべての特権が設定されるため、このセットは拡張できま
せん。

ユーザーまたは役割の特権の制限
特権を削除することで、ユーザーまたは役割が特定のタスクを行わないようにする
ことができます。特権は、初期継承可能セットから削除することも、制限セットか
ら削除することもできます。デフォルトセットよりも小さい初期継承可能セットま
たは制限セットを配布する場合は、あらかじめ特権の削除を慎重にテストすること
が望まれます。たとえば、初期継承可能セットから特権を削除したために
ユーザーがログインできなくなる可能性があります。また、制限セットから特権を
削除したために古い setuidプログラムでその特権が使えなくなり、プログラムが失
敗する可能性があります。

スクリプトへの特権の割り当て
スクリプトは、コマンドと同様に実行が可能です。このため、コマンドに特権を追
加する場合と同じ方法で、権利プロファイルでスクリプトに特権を追加できま
す。権利プロファイルが割り当てられたユーザーまたは役割がプロファイルシェル
でスクリプトを実行すると、スクリプトは、それらの追加された特権で実行されま
す。スクリプトに特権が必要なコマンドが含まれている場合は、特権が追加された
コマンドも、割り当てられた権利プロファイルに含まれている必要があります。

特権 (概要)
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特権を認識するプログラムは、プロセス単位で特権を制限できます。特権を認識す
るプログラムを使用するジョブは、プログラムで必要な特権だけを実行可能ファイ
ルに割り当てます。続いて管理者はこのプログラムのテストを行い、タスクが正常
に行われるか確認します。また、プログラムが特権を悪用しないかも確認します。

特権とデバイス
スーパーユーザーモデルではファイルアクセス権によってのみ保護されるシステム
インタフェースを、特権モデルでは特権を使用して保護します。特権を使用したシ
ステムでは、インタフェースを保護するほどの強さはファイルアクセス権にありま
せん。proc_ownerなどの特権は、ファイルアクセス権をオーバーライドした上で
ファイルシステム全体へのフルアクセス権を与える可能性があります。

このため、Oracle Solarisでは、デバイスを開くにはデバイスディレクトリの所有権で
は不十分です。たとえば、グループ sysのメンバーには、/dev/ipデバイスを開くこ
とが自動的には許可されなくなります。/dev/ipのファイルアクセス権は 0666です
が、デバイスを開くには net_rawaccess特権が必要です。

デバイスポリシーは特権によって制御されます。getdevpolicyコマンドは、各デバ
イスのデバイスポリシーを表示します。デバイス構成コマンド devfsadmは、デバイ
スポリシーをインストールします。devfsadmコマンドは、デバイスの読み取りまた
は書き込みを行うため openに特権セットを設定します。詳細は、getdevpolicy(1M)
および devfsadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

デバイスポリシーを使えば、デバイスを開く権限をより柔軟に付与できます。デ
フォルトのデバイスポリシーとは異なる特権や、デフォルトのデバイスポリシーよ
りも多くの特権を要求することができます。特権要件は、デバイスポリシーに合わ
せて変更することも、ドライバ本体に合わせて変更することもできます。特権の変
更は、デバイスドライバのインストール時、追加時、または更新時に行えます。

add_drvおよび update_drvコマンドは、デバイスポリシーエントリやドライバ固有の
特権を変更するために使用されます。デバイスポリシーを変更するには、完全な特
権セットを持つプロセスを実行している必要があります。詳細は、add_drv(1M)およ
び update_drv(1M)のマニュアルページを参照してください。

特権とデバッグ
Oracle Solarisには、特権のエラーを修正するツールが用意されています。pprivコマ
ンドと trussコマンドを使用して、デバッグ結果を出力できます。この例
は、ppriv(1)のマニュアルページを参照してください。操作の手順は、207ページ
の「プログラムが必要とする特権を判断する方法」を参照してください。ま
た、dtraceコマンドを使用することもできます。詳細は、dtrace(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

特権 (概要)
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このリリースでのRBACについて
RBAC機能には、次のものが含まれます。

■ pfeditコマンドを使用すると、root以外のユーザーまたは役割は、指定したシス
テムファイルを編集できるようになります。このユーザーまたは役割に
は、solaris.admin.edit/path-to-system-file承認が割り当てられている必要があり
ます。root役割がこのコマンドを使用すると、rootアクションが監査レコード内
に配置されることを保証できます。詳細は、pfedit(1M)のマニュアルページを参
照してください。

■ 拡張特権ポリシーを使用すると、特定の特権を特定のファイル名、ポート番
号、およびユーザー IDに適用できます。詳細は、ppriv(1)および privileges(5)
のマニュアルページを参照してください。拡張特権ポリシーのポート番号への適
用の例については、209ページの「ポートに拡張特権ポリシーを適用する方
法」を参照してください。

■ pam_policyセキュリティー属性を使用すると、管理者はシステム、権利プロ
ファイル、ユーザー、およびモジュールのレベルで PAMポリシーを構成できま
す。詳細は、285ページの「このリリースでの PAMへの変更」および 289ページ
の「ユーザーにカスタマイズされた PAMポリシーを割り当てる方法」を参照し
てください。

■ authsコマンドは、profilesコマンドと同様に拡張されます。承認は、ファイル
や LDAPリポジトリに対してコマンド行から管理できます。詳細は、186ページ
の「承認を作成する方法」および auths(1)のマニュアルページを参照してくださ
い。

■ ユーザーと役割の管理には、ユーザーマネージャーGUIを使用できます。詳細
は、『Oracle Solaris 11.1のユーザーアカウントとユーザー環境の管理』の第 3
章「ユーザーマネージャーGUIを使用したユーザーアカウントの管理 (タス
ク)」を参照してください。

このリリースでの RBACについて
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役割に基づくアクセス制御の使用 (タス
ク)

この章では、個別の役割を使用することによってスーパーユーザーの機能を分散す
るためのタスクについて説明します。役割が使用できるメカニズムとして、権利プ
ロファイル、承認、および特権があります。この章の内容は次のとおりです。

■ 161ページの「RBACの使用 (タスク)」
■ 201ページの「特権の使用 (タスク)」

RBACの概要については、137ページの「役割に基づくアクセス制御 (概要)」を参照
してください。参照情報については、第 10章「Oracle Solarisのセキュリティー属性
(参照)」を参照してください。特権を使用するには、201ページの「特権の使用 (タス
ク)」を参照してください。

RBACの使用 (タスク)
RBACを使用するにあたって、RBACの計画と構成、および役割になる方法を知るこ
とが必要です。役割について熟知すると、RBACをさらにカスタマイズして新しい操
作を処理することができます。次のタスクマップは、特権の使用も含め、これらの
主要なタスクを示しています。

タスク 説明 参照先

デフォルトのRBAC構成を使
用します。

初期インストールを変更しないでRBAC
を表示および使用します。

162ページの「RBACデフォルトの表示およ
び使用 (タスクマップ)」

RBACを計画、構成、および
使用します。

サイト用にRBACを構成します。 174ページの「RBACの初期構成 (タスク
マップ)」

RBACを管理します。 サイトのRBAC構成を更新します。 192ページの「RBACの管理(タスク
マップ)」

9第 9 章
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タスク 説明 参照先

特権を管理および使用しま
す。

ユーザー、役割、システム、およびプロ
セスに対して特権を追加および削除しま
す。特権を使用します。特権の使用を表
示およびデバッグします。

201ページの「特権の使用 (タスク)」

RBACデフォルトの表示および使用 (タスク)
ユーザーにはデフォルトで権限が割り当てられます。システムの全ユーザーの権限
は、/etc/security/policy.confファイルで割り当てられます。

RBACデフォルトの表示および使用 (タスクマップ)
Oracle Solarisのインストール時に、システムはユーザー権限とプロセス権限を使って
構成されます。それ以上の構成がない場合は、次のタスクマップを使用してRBAC
を表示および使用します。

タスク 説明 参照先

セキュリティー属性
データベースの内容を表
示します。

システム上のすべての承認、権利プロ
ファイル、およびセキュリティー属性を持
つコマンドを一覧表示します。

162ページの「定義済みのすべてのセキュリ
ティー属性を表示する方法」

ユーザーの権限を表示し
ます。

権利プロファイル、承認、特権、および割
り当てられた役割の一覧表示が含まれま
す。

164ページの「割り当てられた権限を表示す
る方法」

root役割になります。 最初のユーザーは管理権限を取得します。 166ページの「役割になる方法」

ユーザーの権限を変更し
ます。

セキュリティー属性を通常のユーザーに追
加するか、それらを削除します。

168ページの「ユーザーのセキュリティー属
性を変更する方法」

管理者になります。 管理権限が割り当てられている
ユーザーは、それらの権限を使用するのに
いくつかの方法を利用できます。

170ページの「割り当てられている管理権限
を使用する方法」

▼ 定義済みのすべてのセキュリティー属性を表示す
る方法
システム上のすべての承認、権利プロファイル、およびセキュリティー属性を持つ
コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。定義済みのすべての特
権を一覧表示するには、202ページの「システム上の特権を一覧表示する方法」を参
照してください。

RBACデフォルトの表示および使用 (タスク)
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すべての承認を一覧表示します。

■ ネームサービス内のすべての承認の名前を一覧表示します。
% auths info

solaris.account.activate

solaris.account.setpolicy

solaris.admin.edit

...

solaris.zone.login

solaris.zone.manage

■ 権利プロファイルごとの承認名を一覧表示します。
% getent auth_attr | more

solaris.:::All Solaris Authorizations::help=AllSolAuthsHeader.html

solaris.account.:::Account Management::help=AccountHeader.html

...

solaris.zone.login:::Zone Login::help=ZoneLogin.html

solaris.zone.manage:::Zone Deployment::help=ZoneManage.html

すべての権利プロファイルを一覧表示します。

■ ネームサービス内のすべての権利プロファイルの名前を一覧表示します。
% profiles -a

Console User

CUPS Administration

Desktop Removable Media User

...

VSCAN Management

WUSB Management

■ すべての権利プロファイルの完全な定義を一覧表示します。
% getent prof_attr | more

All:::Execute any command as the user or role:help=RtAll.html

Audit Configuration:::Configure Solaris Audit:auths=solaris.smf.value.audit;

help=RtAuditCfg.html

...

Zone Management:::Zones Virtual Application Environment Administration:

help=RtZoneMngmnt.html

Zone Security:::Zones Virtual Application Environment Security:auths=solaris.zone.*,

solaris.auth.delegate;help=RtZoneSecurity.html ...

セキュリティー属性を持つすべてのコマンドを一覧表示します。
% getent exec_attr | more

All:solaris:cmd:::*:

Audit Configuration:solaris:cmd:::/usr/sbin/auditconfig:privs=sys_audit

...

Zone Security:solaris:cmd:::/usr/sbin/txzonemgr:uid=0

Zone Security:solaris:cmd:::/usr/sbin/zonecfg:uid=0 ...

1
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3
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▼ 割り当てられた権限を表示する方法
RBACの割り当てを表示するには、次のコマンドを使用します。割り当てることがで
きるすべての権限を表示するには、162ページの「定義済みのすべてのセキュリ
ティー属性を表示する方法」を参照してください。

権利プロファイルを一覧表示します。
% profiles

Basic Solaris User

All

前の権利プロファイルは、デフォルトではすべてのユーザーに割り当てられま
す。初期ユーザーである場合は、より長いリストが表示されます。

% profiles Initial user
System Administrator

Audit Review

...

CPU Power Management

Basic Solaris User

All

承認を一覧表示します。
% auths

solaris.device.cdrw,solaris.device.mount.removable,solaris.mail.mailq

solaris.network.autoconf.read,solaris.admin.wusb.read

solaris.smf.manage.vbiosd,solaris.smf.value.vbiosd

これらの承認は、デフォルトですべてのユーザーに割り当てられる権利プロファイ
ルに含まれています。

割り当てられた役割を一覧表示します。
% roles

root

デフォルトでは、この役割は最初のユーザーに割り当てられます。No rolesは、役
割が割り当てられないことを示します。

デフォルトシェルの特権を一覧表示します。
% ppriv $$

1234: /bin/csh

flags = <none>

E: basic

I: basic

P: basic

L: all

1

2

3

4

RBACデフォルトの表示および使用 (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月164



デフォルトでは、どのユーザーにも基本特権セットが割り当てられます。デフォル
トの制限セットはすべての特権です。

% ppriv -vl basic

file_link_any

Allows a process to create hardlinks to files owned by a uid

different from the process’ effective uid.

file_read

Allows a process to read objects in the filesystem.

file_write

Allows a process to modify objects in the filesystem.

net_access

Allows a process to open a TCP, UDP, SDP or SCTP network endpoint.

proc_exec

Allows a process to call execve().

proc_fork

Allows a process to call fork1()/forkall()/vfork()

proc_info

Allows a process to examine the status of processes other

than those it can send signals to. Processes which cannot

be examined cannot be seen in /proc and appear not to exist.

proc_session

Allows a process to send signals or trace processes outside its session.

権利プロファイル内のコマンドに対する特権を一覧表示します。
% profiles -l

Basic Solaris User

...

/usr/bin/cdrecord.bin privs=file_dac_read,sys_devices,

proc_lock_memory,proc_priocntl,net_privaddr

/usr/bin/readcd.bin privs=file_dac_read,sys_devices,net_privaddr

/usr/bin/cdda2wav.bin privs=file_dac_read,sys_devices,

proc_priocntl,net_privaddr

All

*

ユーザーの権利プロファイルには、特定の特権で実行されるコマンドを含めること
ができます。Basic Solaris Userプロファイルには、ユーザーがCD-ROMへの読み取り
と書き込みを行えるコマンドが含まれています。

ユーザーの承認の一覧表示

% auths username
solaris.device.cdrw,solaris.device.mount.removable,solaris.mail.mailq

ユーザーまたは役割の権利プロファイルの一覧表示

次のコマンドでは、特定のユーザーの権利プロファイルを一覧表示します。

% profiles jdoe

jdoe:

Basic Solaris User

All

5
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次のコマンドは、cryptomgt役割の権利プロファイルを一覧表示します。

% profiles cryptomgt

cryptomgt:

Crypto Management

Basic Solaris User

All

次のコマンドでは、root役割の権利プロファイルを一覧表示します。

% profiles root

root:

All

Console User

Network Wifi Info

Desktop Removable Media User

Suspend To RAM

Suspend To Disk

Brightness

CPU Power Management

Network Autoconf User

Basic Solaris User

ユーザーの割り当てられた役割の一覧表示

次のコマンドでは、特定のユーザーの割り当てられた役割を一覧表示します。

% roles jdoe

root

特定のコマンドに対するユーザーの特権の一覧表示

次のコマンドでは、通常ユーザーの権利プロファイルに含まれる特権付きコマンド
を一覧表示します。

% profiles -l jdoe

jdoe:

Basic Solaris User

...

/usr/bin/cdda2wav.bin privs=file_dac_read,sys_devices,

proc_priocntl,net_privaddr

/usr/bin/cdrecord.bin privs=file_dac_read,sys_devices,

proc_lock_memory,proc_priocntl,net_privaddr

/usr/bin/readcd.bin privs=file_dac_read,sys_devices,net_privaddr

...

▼ 役割になる方法
役割がすでに割り当てられている必要があります。デフォルトでは、root役割のみ
が存在します。

例9–3

例9–4

始める前に
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端末ウィンドウで、なることのできる役割を判断します。
% roles

Comma-separated list of role names is displayed

suコマンドを使用して役割になります。
% su - rolename
Password: <Type rolename password>
$

su - rolenameコマンドを実行すると、シェルがその役割のプロファイルシェルに変
わります。プロファイルシェルは、承認、特権、set IDビットなどのセキュリ
ティー属性を認識します。

(省略可能)役割になっていることを確認します。
$ /usr/bin/whoami

rolename

端末ウィンドウで役割のタスクを実行できるようになりました。

(省略可能)自分の役割の機能を表示します。

出力例については、164ページの「割り当てられた権限を表示する方法」を参照して
ください。
$ profiles -l

verbose rights profiles output
$ auths

authorizations output

root役割になる

次の例では、最初のユーザーが root役割になり、その役割のシェルで特権を一覧表
示します。

% roles

root

% su - root

Password: <Type root password>
# Prompt changes to root prompt
# ppriv $$

1200: pfksh

flags = <none>

E: all

I: basic

P: all

L: all

特権の詳細については、150ページの「特権 (概要)」を参照してください。
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▼ ユーザーのセキュリティー属性を変更する方法
ユーザーのプロパティーには、ログインシェル、権利プロファイル、および役割が
あります。ユーザーに管理機能を与えるもっとも安全な方法として、ユーザーに役
割を与えます。詳細については、149ページの「セキュリティー属性を直接割り当て
る場合に考慮すべきセキュリティー事項」を参照してください。

デフォルト構成では、ユーザーのセキュリティー属性を変更するには root役割にな
る必要があります。

サイトでRBACを構成したあとは、ほかのオプションを選択できます。パスワード
を含むユーザーのほとんどのセキュリティー属性を変更するには、User Security権利
プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があります。監査フラグを割
り当てたり、役割のパスワードを変更したりするには、root役割になる必要があり
ます。その他のユーザー属性を変更するには、User Management権利プロファイルが
割り当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当て
られている管理権限を使用する方法」を参照してください。

usermodコマンドを使用します。

このコマンドは、ローカルのネームサービスまたは LDAPネームサービスで定義さ
れるユーザーの属性を変更します。このコマンドのRBAC引数は、user_attr(4)のマ
ニュアルページに記載され、168ページの「ユーザーのセキュリティー属性を変更す
る方法」の手順 1に示されているように、useraddおよび rolemodコマンドの引数に
似ています。

そのコマンドのRBAC引数は次のとおりです。
# usermod [-e expire] [-f inactive] [-s shell] [-m] [-A authorization-list] \

[-P profile] [-R role] [-K key=value] [-S repository] login

-e expire ユーザーログインの期限が切れる日付です。このオプション
は、一時的なユーザーを作成するために使用します。

-f inactive ユーザーログイン間で許可される最大日数です。inactive値を
超えると、ユーザーはログインできません。デフォルト値は
0で、有効期限はありません。

-m デフォルトの場所に rolenameのホームディレクトリを作成し
ます。

-s shell rolenameのログインシェルです。このシェルは、pfbashなど
のプロファイルシェルである必要があります。プロファイル
シェルの一覧については、pfexec(1)のマニュアルページを参
照してください。

始める前に
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ヒント –プロファイルシェルは、ls /usr/bin/pf*shのよう
に、システム上の /usr/binディレクトリから一覧表示するこ
ともできます。

-A authorizations-list コンマで区切られた 1つ以上の承認です。使用可能な承認の
一覧については、162ページの「定義済みのすべてのセ
キュリティー属性を表示する方法」を参照してください。

-P profiles-list コンマで区切られた 1つまたは複数の権利プロファイルで
す。権利プロファイルの一覧については、162ページの「定
義済みのすべてのセキュリティー属性を表示する方法」を参
照してください。

-R roles-list コンマで区切られた 1つまたは複数の役割です。役割を作成
するには、177ページの「役割を作成する方法」を参照してく
ださい。

-K key=value key=valueペアです。このオプションは繰り返すことができま
す。次の鍵を使用できます: audit_flags、 auths、 profiles、
project、 defaultpriv、 limitpriv、 lock_after_retries、
pam_policy、および roleauth。それらの鍵とその値、および
それらの値を設定するために必要な承認について
は、user_attr(4)のマニュアルページを参照してください。

-S repository filesまたは ldapのいずれかです。デフォルトはローカル
ファイルです。

login ユーザー名です。

ユーザーに承認を割り当てるには、例 9–7を参照してください。

ユーザーに権利プロファイルを割り当てるには、例 9–6を参照してください。

ユーザーに既存の役割を割り当てるには、179ページの「役割を割り当てる方法」を
参照してください。デフォルト構成では、既存のユーザーに root役割を割り当てる
ことができます。

ユーザーの特権を変更するには、例 9–13および例 9–9を参照してください。

DHCPを管理できるユーザーの作成

この例では、セキュリティー管理者がユーザーを LDAP内に作成します。ログイン
時に、jdoe-dhcpユーザーはDHCPを管理できます。

# useradd -P "DHCP Management" -s /usr/bin/pfbash -S ldap jdoe-dhcp

例9–6
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そのユーザーには pfbashがログインシェルとして割り当てられるため、DHCP
Management権利プロファイルのセキュリティー属性はユーザーのデフォルトシェル
でそのユーザーが使用できます。

ユーザーへの承認の直接割り当て

この例では、セキュリティー管理者が、画面の明るさを制御できるローカル
ユーザーを作成します。

# useradd -c "Screened JDoe, local" -s /usr/bin/pfbash \

-A solaris.system.power.brightness jdoe-scr

この承認は、ユーザーの既存の承認の割り当てに追加されます。

ユーザーの制限セットからの特権の削除

次の例では、jdoeの最初のログインから開始されるすべてのセッションで
sys_linkdir特権を使用できないようにします。すなわち、ユーザーは、suコマンド
を実行したあとでも、ディレクトリへのハードリンクを作成することやディレクト
リへのリンクを解除することができません。

$ usermod -K ’limitpriv=all,!sys_linkdir’ jdoe

$ userattr limitpriv jdoe

all,!sys_linkdir

ユーザーへの特権の直接割り当て

この例では、セキュリティー管理者が、システム時間に影響を及ぼすきわめて特殊
な特権をユーザー jdoeに委ねます。

$ usermod -K defaultpriv=’basic,proc_clock_highres’ jdoe

既存の値が defaultprivキーワードの値で置き換えられます。このため、ユーザーが
basic特権を保持するために、値 basicが指定されます。デフォルトの構成では、す
べてのユーザーが基本特権を保持します。基本特権の一覧については、手順 4を参
照してください。

▼ 割り当てられている管理権限を使用する方法
root役割では、初期ユーザーにすべての管理権限が与えられます。

手順 1は、管理権限が割り当てられている場合にシステムを管理する方法を示して
います。手順 2は、root以外のアカウントがシステムファイルを編集する方法を示
しています。

例9–7

例9–8

例9–9
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通常のユーザーには割り当てられない権利が割り当てられています。rootでない場
合は、役割、管理権限プロファイル、または特定の特権か承認が割り当てられてい
る必要があります。

次のいずれかの方法を選択して、管理コマンドを実行します。

端末ウィンドウを開きます。

■ rootになります。
% su -

Password: Type the root password
#

注 –この方法は、rootがユーザーと役割のどちらであっても有効です。ポンド記
号 (#)のプロンプトは、ユーザーが現在 rootであることを示します。

■ 割り当てられている役割になります。

次の例では、監査構成の役割になります。この役割には、Audit Configuration権利
プロファイルが含まれています。
% su - audadmin

Password: Type the audadmin password
$

このコマンドを入力したシェルは現在、プロファイルシェル内にあります。この
シェルでは、auditconfigコマンドを実行できます。プロファイルシェルの詳細
は、148ページの「プロファイルシェルとRBAC」を参照してください。

ヒント –役割の機能を表示するには、164ページの「割り当てられた権限を表示す
る方法」の手順を使用してください。

■ ユーザーとして、pfbashコマンドを使用して、管理権限で実行されるシェルを作
成します。

たとえば、次の一連コマンドを使用すると、pfbashシェルで監査事前選択の値と
監査ポリシーを表示できます。
% pfbash

$ auditconfig -getflags

active user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

configured user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

$ auditconfig -getpolicy

configured audit policies = cnt

active audit policies = cnt

始める前に
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■ ユーザーとして、pfexecコマンドを使用して、管理権限で実行されるプロセスを
作成します。

ユーザーの権利プロファイルに含まれる特権付きコマンドの名前を指定して
pfexecコマンドを実行します。たとえば、次のコマンドを使用する
と、ユーザーの事前選択された監査フラグを表示できます。
% pfexec auditconfig -getflags

active user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

configured user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

pfbashと同じ特権の制限が pfexecにも適用されます。ただし、別の特権付きコマ
ンドを実行するためには、その特権付きコマンドを入力する前に pfexecを再度入
力する必要があります。

% pfexec auditconfig -getpolicy

configured audit policies = cnt

active audit policies = cnt

■ ユーザーとして、sudoコマンドを使用して、管理権限で実行されるプロセスを作
成します。

sudoersファイル内で割り当てられている管理コマンドの名前を使用して sudoコ
マンドを実行します。詳細は、sudo(1M)および sudoers(4)のマニュアルページを
参照してください。

システムファイルを編集するには、pfeditコマンドを使用します。

0のUIDを持つ rootでない場合は、デフォルトでは、システムファイルを編集でき
ません。ただし、solaris.admin.edit/path-to-system-file承認が割り当てられている場
合は、system-fileを編集できます。たとえ
ば、solaris.admin.edit/etc/security/audit_warn承認が割り当てられている場合
は、audit_warnファイルを編集できます。
$ pfedit /etc/security/audit_warn

このコマンドは、$EDITORの値を使用してテキストエディタを判定します。詳細
は、pfedit(1M)のマニュアルページを参照してください。pfeditコマンドは、監査
が AUE_PFEXECイベントを監査するように構成されている場合は、root役割によって
有効に実行されます。

役割の使用を容易にするために認証をキャッシュする

この例では、管理者は監査構成を管理するように役割を構成しますが、ユーザーの
認証をキャッシュすることによって使いやすさを提供します。最初に、管理者は役
割を作成して割り当てます。

# roleadd -K roleauth=user -P "Audit Configuration" audadmin

# usermod -R +audadmin jdoe

2
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jdoeが、その役割に切り替えるときに -cオプションを使用した場合は、auditconfig

の出力が表示される前にパスワードが必要になります。

% su - audadmin -c auditconfig option
Password:

auditconfig output

認証がキャッシュに書き込まれていない場合は、jdoeがそのコマンドをすぐに再実
行しても、パスワードプロンプトが表示されます。

管理者は、認証のキャッシュを有効にする suスタックを保持するために、pam.d

ディレクトリ内にファイルを作成します。それにより、最初はパスワードが必要で
すが、それ以降は一定の時間が経過するまで必要なくなります。

# pfedit /etc/pam.d/su

## Cache authentication for switched user

#

auth required pam_unix_cred.so.1

auth sufficient pam_tty_tickets.so.1

auth requisite pam_authtok_get.so.1

auth required pam_dhkeys.so.1

auth required pam_unix_auth.so.1

このファイルを作成したあと、管理者は、各エントリにタイポ、脱字、または繰り
返しがないかチェックします。

管理者は、前の suスタック全体を提供する必要があります。pam_tty_tickets.so.1

モジュールにはキャッシュが実装されています。PAMの詳細は、pam.conf(4)のマ
ニュアルページおよび第 14章「プラグイン可能認証モジュールの使用」を参照して
ください。

管理者が su PAMファイルを追加してシステムをリブートしたあと、audadmin役割を
含むすべての役割は、一連のコマンドを実行しているときに 1回だけパスワードの
入力を要求されます。

% su - audadmin -c auditconfig option
Password:

auditconfig output
% su - audadmin -c auditconfig option

auditconfig output
...
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サイトでのRBACのカスタマイズ (タスク)
RBACの初期構成では、特定の役割になることができるユーザーを作成し、役割を作
成して、それらを適切なユーザーに割り当てます。

RBACの初期構成 (タスクマップ)
次のタスクマップを使用して、サイトでのRBACの計画と初期実装を行います。一
部のタスクは順番に並んでいます。

タスク 説明 参照先

1. RBACを計画します。 サイトのセキュリティー要件の調査、お
よびサイトでのRBACの使用方法の決定が
含まれます。

175ページの「RBACの実装を計画する方
法」

2.役割になることができる
ユーザーを構成します。

管理役割になることができる信頼できる
ユーザーのログインアカウントを作成し
ます。

『Oracle Solarisの管理:一般的なタス
ク』の「ユーザーアカウントの設定と管理
(作業マップ)」

3.役割を作成します。 役割を作成し、それらの役割を
ユーザーに割り当てます。

177ページの「役割を作成する方法」

179ページの「役割を割り当てる方法」

(推奨)役割の動作を監査しま
す。

役割の動作を記録する監査イベントを含
む監査クラスを事前選択します。

180ページの「役割を監査する方法」

権利プロファイルを作成しま
す。

権利プロファイルを作成します。 181ページの「権利プロファイルを作成す
る方法」

権利プロファイルを変更しま
す。

権利プロファイル内の特権の割り当てを
変更します。

特権を権利プロファイルのコマンドに追
加します。

例 9–16

例 9–17

既存の権利プロファイルをク
ローニングします。

システム権利プロファイルから権利プロ
ファイルを作成します。

solaris.admin.edit/file承認を権利プロ
ファイルに追加します。

権利プロファイルから承認を削除しま
す。

183ページの「システム権利プロファイル
をクローニングおよび変更する方法」

例 9–19

例 9–20

承認を作成します。 承認を作成します。

権利プロファイルで新しい承認を使用し
ます。

186ページの「承認を作成する方法」
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タスク 説明 参照先

レガシーアプリケーションを
セキュリティー保護します。

レガシーアプリケーションの set IDアクセ
ス権を有効にします。スクリプトでは set
IDを有効にしたコマンドを使用できま
す。必要に応じて、レガシーアプリ
ケーション内で承認を確認できます。

187ページの「RBACプロパティーをレガ
シーアプリケーションに追加する方法」

例 9–23

セキュリティー属性の割り当
てをトラブルシューティング
します。

割り当てられたセキュリティー属性が
ユーザー、役割、またはプロセスで利用
できない原因をデバッグします。

189ページの「RBACと特権の割り当てをト
ラブルシューティングする方法」

▼ RBACの実装を計画する方法
RBACは、組織の情報リソースを管理するときに、重要な役割を果たします。RBAC
を計画する際には、RBACの機能と組織のセキュリティー要件を十分に理解しておく
必要があります。

注 –デフォルトの権限は、/etc/security/policy.confファイルで割り当てられま
す。

RBACの基本概念を理解します。

137ページの「役割に基づくアクセス制御 (概要)」を参照してください。RBACを使
用したシステム管理は、従来のUNIXの管理方法を使用した場合と大きく異なりま
す。実装を開始する前にRBACの概念をよく理解しておくために、第 10章「Oracle
Solarisのセキュリティー属性 (参照)」を参照してください。

セキュリティーポリシーを調査します。

組織のセキュリティーポリシーでは、システムに対する潜在的な脅威を詳細に記述
し、各脅威のリスクを評価して、それらの脅威に対抗するための方策を提供しま
す。RBACを使用したセキュリティー関連のタスクとは切り離して行うことをお勧め
します。インストールしたRBAC構成はそのままで使用できますが、セキュリ
ティーポリシーに従ってカスタマイズが必要になる場合もあります。

組織に必要なRBACを決定します。

1

2
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組織のセキュリティー要件に応じて、さまざまなレベルのRBACを使用できます。

■ rootを役割にする –デフォルトではこの方法が提供されます。これにより、どの
ユーザーも rootとしてログインできなくなります。代わりに、ユーザーは割り当
てられたログインを使用してログインしてから root役割を引き受ける必要があり
ます。

■ 個別の役割 –この方法では、提供された権利プロファイルに基づいた役割を作成
します。それらの役割は、責任の度合い、タスクの適用範囲、およびタスクのタ
イプに従って割り当てることができます。たとえば、System Administrator役割で
はスーパーユーザーが実行できる多数のタスクを行うことができ、Network IPsec
Management役割では IPsecを管理できます。
また、セキュリティーの責務をほかの責務と切り離すこともできます。User
Management役割ではユーザーを作成でき、User Security役割ではパスワード、役
割、権利プロファイルなどのセキュリティー属性を割り当てることができま
す。ただし、User Security役割ではユーザーを作成できず、User Management役割
では権利プロファイルをユーザーに割り当てることはできません。

■ root役割を使用しない –この方法では、システムのデフォルトの構成を変更する
必要があります。この構成では、rootのパスワードを知っているユーザーはだれ
でもシステムにログインしてシステムを変更できます。どのユーザーが
スーパーユーザーとなっていたかは判別できません。

組織に適した役割を決定します。

推奨される役割とそのデフォルトの権利プロファイルの機能を確認します。デ
フォルトの権利プロファイルにより、管理者は単一のプロファイルを使用して推奨
される役割を構成することができます。

権利プロファイルについてさらに詳しく調べるには、次のいずれかを行なってくだ
さい。

■ getent prof_attrコマンドを使用して、システム上の使用可能な権利プロファイ
ルを表示します。

■ このガイドで、いくつかの標準的な権利プロファイルのサマリーについて 211
ページの「権利プロファイル」を参照してください。

追加する任意の役割または権利プロファイルが組織に適切であるかどうかを判断し
ます。

使用するサイトで、アクセスを制限する必要があるアプリケーションを調べま
す。セキュリティーに影響するアプリケーション、サービス拒否が発生する可能性
のあるアプリケーション、特別な管理者教育を必要とするアプリケーションに
は、RBACを適用することをお勧めします。役割や権利プロファイルをカスタマイズ
して、組織のセキュリティー要件に対応することができます。

a. 新しいタスクに必要なコマンドを決定します。

4
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b. このタスクに適切な権利プロファイルを決定します。

既存の権利プロファイルがこのタスクに割り当てられていないか、または別の権
利プロファイルを作成する必要がないかどうかを確認します。

注 – Media BackupおよびMedia Restore権利プロファイルは、ルートファイルシス
テム全体へのアクセスを提供します。そのため、これらの権利プロファイルは信
頼できるユーザーにのみ適切に割り当てます。あるいは、これらの権利プロ
ファイルを割り当てないことも選択できます。デフォルトでは、root役割のみが
バックアップと復元を任せられています。

c. この権利プロファイルに適した役割を決定します。

このタスクの権利プロファイルを既存の役割に割り当てるかどうか、または新し
い役割を作成するかどうかを決定します。既存の役割を使用する場合は、この役
割を割り当てるユーザーにその役割の元の権利プロファイルが適していることを
確認します。コマンドがその必要な特権で実行されるように新しい権利プロ
ファイルを順序付けます。順序付けについては、213ページの「割り当てられた
セキュリティー属性の検索順序」を参照してください。

どの役割にどのユーザーを割り当てるかを決定します。

最少特権の原則に従って、ユーザーの信頼レベルに適した役割にユーザーを割り当
てます。実行する必要のないタスクをユーザーが実行できないようにすると、問題
が発生する可能性が減少します。

▼ 役割を作成する方法
役割は、ローカルに作成することも LDAPリポジトリに作成することもできます。

役割を作成するには、User Management権利プロファイルが割り当てられている管理
者になる必要があります。その役割に初期パスワードを含むセキュリティー属性を
割り当てるには、User Security権利プロファイルが割り当てられている管理者になる
必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方
法」を参照してください。

役割を作成するには、roleaddコマンドを使用します。

許容される文字列の制限については、roleadd(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

# roleadd [-e expire] [-f inactive] [-s shell] [-m] [-S repository] \

[-A authorization-list] [-P profile-list] [-K key=value] rolename
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ヒント –役割の名前が権利プロファイルの名前を反映している場合は、その役割の目
的を簡単に理解できます。たとえば、Audit Review権利プロファイルを auditreview

役割に割り当てて、その役割で監査記録の読み取り、フィルタ処理、およびアーカ
イブを行えるようにします。

このコマンドのRBAC引数は、user_attr(4)のマニュアルページに記載され、
168ページの「ユーザーのセキュリティー属性を変更する方法」の手順 1に示されて
いるように、usermodコマンドの引数に似ています。たとえば、次のコマンドでは
ローカルのUser Administrator役割とホームディレクトリを作成します。

# roleadd -c "User Administrator role, local" -s /usr/bin/pfbash \

-m -K profiles="User Security,User Management" useradm

80 blocks

# ls /export/home/useradm

local.cshrc local.login local.profile

その役割の最初のパスワードを作成します。
# passwd -r files useradm

Password: <Type useradm password>
Confirm Password: <Retype useradm password>
#

注 –一般に、役割アカウントは複数のユーザーに割り当てられます。そのため、管理
者は役割パスワードを作成し、その役割パスワードを通常の通信手段以外の手段で
ユーザーに伝えます。

その役割をユーザーに割り当てるには、usermodコマンドを実行します。
手順については、179ページの「役割を割り当てる方法」および例 9–14を参照してく
ださい。

LDAPリポジトリでのUser Administrator役割の作成

この例では、管理者のサイトで LDAPリポジトリを使用します。次のコマンドを実
行することで、管理者はUser Administrator役割を LDAPに作成します。

# roleadd -c "User Administrator role, LDAP" -s /usr/bin/pfbash \

-m -S ldap -K profiles="User Security,User Management" useradm

責務を分離するための役割の作成

この例では、管理者のサイトで LDAPリポジトリを使用します。次のコマンドを実
行することで、管理者は 2つの役割を作成します。usermgt役割は、ユーザーを作成
したり、ユーザーにホームディレクトリを提供したり、その他のセキュリティー以
外のタスクを実行したりすることができます。usermgt役割は、パスワードやその他

2

3

例9–11

例9–12

サイトでの RBACのカスタマイズ (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月178

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN4user-attr-4


のセキュリティー属性を割り当てることはできません。usersec役割は、ユーザーを
作成できませんが、パスワードを割り当てたり、その他のセキュリティー属性を変
更したりできます。

# roleadd -c "User Management role, LDAP" -s /usr/bin/pfbash \

-m -S ldap -K profiles="User Management" usermgt

# roleadd -c "User Security role, LDAP" -s /usr/bin/pfbash \

-m -S ldap -K profiles="User Security" usersec

Device and File Security役割の作成

この例では、管理者はこのシステム用にDevice and File Security役割を作成します。

# roleadd -c "Device and File System Security admin, local" -s /usr/bin/pfbash \

-m -K profiles="Device Security,File System Security" devflsec

▼ 役割を割り当てる方法
この手順では、役割をユーザーに割り当て、ネームキャッシュデーモンを再起動し
たあと、ユーザーが役割を引き受ける方法を示します。

177ページの「役割を作成する方法」の説明に従って、役割を追加し、その役割にパ
スワードを割り当ててあります。

パスワードを含むユーザーのほとんどのセキュリティー属性を変更するには、User
Security権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。ユーザーの監査フラグを変更するには、root役割になる必要があります。その
他の属性を変更するには、User Management権利プロファイルが割り当てられている
管理者になる必要があります。root役割は、ユーザーのすべての属性を変更できま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

役割をユーザーに割り当てます。
usermod [-S repository] [RBAC-arguments] login

たとえば、役割をローカルユーザーに割り当てます。

# usermod -R +useradm jdoe-local

これらの変更は、そのユーザーの次回のログイン時に有効になります。

usermodコマンドのオプションについては、usermod(1M)のマニュアルページか、ま
たは 168ページの「ユーザーのセキュリティー属性を変更する方法」の手順 1にある
rolemodのオプションの説明を参照してください。
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暗号化を管理するための役割の作成と割り当て
この例では、LDAPネットワーク上の管理者が暗号化フレームワークを管理するため
の役割を作成し、その役割をUID 1111に割り当てます。

# roleadd -c "Cryptographic Services manager" \

-g 14 -m -u 104 -s /usr/bin/pfksh \

-S ldap -K profiles="Crypto Management" cryptmgt

# passwd cryptmgt

New Password: <Type cryptmgt password>
Confirm password: <Retype cryptmgt password>
# usermod -u 1111 -R +cryptmgt

UID 1111を持つユーザーは、ログインしたあと、その役割を引き受けて、割り当て
られたセキュリティー属性を表示します。

% su - cryptmgt

Password: <Type cryptmgt password>
Confirm Password: <Retype cryptmgt password>
$ profiles -l

Crypto Management

/usr/bin/kmfcfg euid=0

/usr/sbin/cryptoadm euid=0

/usr/sfw/bin/CA.pl euid=0

/usr/sfw/bin/openssl euid=0

$

暗号化フレームワークについては、第 11章「暗号化フレームワーク (概要)」を参照
してください。フレームワークの管理方法については、247ページの「暗号化フ
レームワークの管理 (タスクマップ)」を参照してください。

▼ 役割を監査する方法
役割が行う動作を監査することができます。監査記録に含まれるのは、役割を引き
受けたユーザーのログイン名、役割名、および役割が行なった動作で
す。116:AUE_PFEXEC:execve(2) with pfexec enabled:ps,ex,ua,as 監査イベントに
よって役割の動作が取り込まれます。as、ex、ps、または uaクラスを事前選択する
ことで、役割の動作が監査されます。

監査を構成するには、Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管
理者になる必要があります。監査サービスを有効にしたり、リフレッシュしたりす
るには、Audit Control権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要が
あります。root役割は、この手順内のすべてのタスクを実行できます。詳細は、
170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

役割の監査を監査計画に組み込みます。
計画については、第 27章「監査の計画」を参照してください。
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as、ex、ps、または uaのいずれかのクラスを事前選択します。

■ 監査サービスが有効になっている場合は、事前選択されたクラスを確認します。
# auditconfig -getflags

as、ex、ps、または uaのいずれかのクラスが事前選択されている場合は、役割の
動作が監査中です。そうでない場合は、これらのクラスのいずれかを既存のクラ
スに追加します。

# auditconfig -setflags existing preselections,as

■ 監査がまだ有効になっていない場合は、役割の動作を監査するクラスを事前選択
します。
# auditconfig -setflags as

この例では、管理者は asクラスを選択しています。このクラスには、ほかの監査
イベントも含まれます。クラスに含まれている監査イベントを表示するに
は、例 28–28に示すように、auditrecordコマンドを使用します。

監査サービスを有効にするか、リフレッシュします。
# audit -s

▼ 権利プロファイルを作成する方法
提供された権利プロファイルに、必要な一連のセキュリティー属性が含まれていな
い場合は、権利プロファイルを作成または変更できます。権利プロファイルの詳細
については、147ページの「RBACの権利プロファイル」を参照してください。

権利プロファイルを作成するには、File Security権利プロファイルが割り当てられて
いる管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理
権限を使用する方法」を参照してください。

権利プロファイルを作成します。
# profiles -p [-S repository] profile-name

説明を入力するよう求められます。

権利プロファイルに内容を追加します。

1つの値を持つプロファイルプロパティーには setサブコマンドを使用します (set
descなど)。複数の値を持つプロパティーには addサブコマンドを使用します (add
cmdなど)。
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たとえば、次のコマンドでは、290ページの「すべてのユーザーに新しい権利ポリ
シーを割り当てる方法」にあるカスタム PAM権利プロファイルを対話的に作成しま
す。名前は、表示のために短縮されています。
# profiles -p -S LDAP "Site PAM LDAP"

profiles:Site PAM LDAP> set desc="Profile which sets pam_policy=ldap"

...LDAP> set pam_policy=ldap

...LDAP> commit

...LDAP> end

...LDAP> exit

Sun Ray Users権利プロファイルの作成

この例では、管理者は、LDAPリポジトリ内に Sun Rayユーザーのための権利プロ
ファイルを作成します。管理者は、すでに Basic Solaris User権利プロファイルの Sun
Rayバージョンを作成し、Sun Rayサーバー上の policy.confファイルからすべての権
利プロファイルを削除しています。

# profiles -p -S LDAP "Sun Ray Users"

profiles:Sun Ray Users> set desc="For all users of Sun Rays"

... Ray Users> add profiles="Sun Ray Basic User"

... Ray Users> set defaultpriv="basic,!proc_info"

... Ray Users> set limitpriv="basic,!proc_info"

... Ray Users> end

... Ray Users> exit

管理者は、内容を確認します。

# profiles -p "Sun Ray Users"

Found profile in LDAP repository.

profiles:Sun Ray Users> info

name=Sun Ray Users

desc=For all users of Sun Rays

defaultpriv=basic,!proc_info,

limitpriv=basic,!proc_info,

profiles=Sun Ray Basic User

権利プロファイルからの基本特権の削除

次の例では、徹底的なテストのあとで、セキュリティー管理者は Sun Ray Users権利
プロファイルから別の基本特権を削除します。例 9–15では、管理者は 1つの特権を
削除しました。この権利プロファイルが変更されて 2つの基本特権が削除されま
す。このプロファイルが割り当てられているユーザーは、現在のセッションの外部
ではどのプロセスも検査できず、さらに別のセッションを追加することもできませ
ん。

$ profiles -p "Sun Ray Users"

profiles:Sun Ray Users> set defaultpriv="basic,!proc_session,!proc_info"

profiles:Sun Ray Users> end

profiles:Sun Ray Users> exit
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権利プロファイルの制限セットからの特権の削除

次の例では、徹底的なテストのあとで、セキュリティー管理者は Sun Ray Users権利
プロファイルから 2つの制限特権を削除します。

$ profiles -p "Sun Ray Users"

profiles:Sun Ray Users> set limitpriv="all,!proc_session,!proc_info"

profiles:Sun Ray Users> end

profiles:Sun Ray Users> exit

特権付きコマンドを含む権利プロファイルの作成

この例では、セキュリティー管理者は、その管理者が作成した権利プロファイル内
のアプリケーションに特権を追加します。このアプリケーションは特権を認識でき
ます。

# profiles -p SiteApp

profiles:SiteApp> set desc="Site application"

profiles:SiteApp> add cmd="/opt/site-app/bin/site-cmd"

profiles:SiteApp:site-cmd> add privs="proc_fork,proc_taskid"

profiles:SiteApp:site-cmd> end

profiles:SiteApp> exit

確認するには、管理者は site-cmdを選択します。

# profiles -p SiteApp "select cmd=/opt/site-app/bin/site-cmd; info;end"

Found profile in files repository.

id=/opt/site-app/bin/site-cmd

privs=proc_fork,proc_taskid

セキュリティー属性の割り当てをトラブルシューティングするには、189ページ
の「RBACと特権の割り当てをトラブルシューティングする方法」を参照してくださ
い。背景情報については、213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索
順序」を参照してください。

▼ システム権利プロファイルをクローニングおよび
変更する方法
Oracle Solarisが提供する権利プロファイルは読み取り専用です。提供された権利プロ
ファイルの一連のセキュリティー属性が不十分な場合は、変更のためにそれらの権
利プロファイルをクローニングできます。たとえば、提供された権利プロファイル
に solaris.admin.edit/path-to-system-file承認を追加することもできます。

権利プロファイルを作成または変更するには、File Security権利プロファイルが割り
当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられ
ている管理権限を使用する方法」を参照してください。
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既存のプロファイルから新しい権利プロファイルを作成します。
# profiles -p [-S repository] existing-profile-name

■ 既存の権利プロファイルを拡張するには、新しいプロファイルを作成します。
既存の権利プロファイルを補助権利プロファイルとして追加してから、拡張機能
を追加します。例については、例 9–19を参照してください。

■ 既存の権利プロファイルから内容を削除するには、そのプロファイルをクローニ
ングします。

次に、その名前を変更してから変更します。例については、例 9–20を参照してく
ださい。

続けて新しい権利プロファイルを変更します。

補助権利プロファイル、承認、およびその他のセキュリティー属性を追加または削
除します。

Network IPsec Management権利プロファイルのクローニングと拡張

この例では、管理者は、サイトの IPsec Management権利プロファイルにいくつかの
solaris.admin.edit承認を追加します。

管理者は、Network IPsec Management権利プロファイルを変更できないことを確認し
ます。

# profiles -p "Network IPsec Management"

profiles:Network IPsec Management> add auths="solaris.admin.edit/etc/hosts"

Cannot add. Profile cannot be modified

次に、管理者は、Network IPsec Managementプロファイルを含む権利プロファイルを
作成します。

# profiles -p "Total IPsec Mgt"

... IPsec Mgt> set desc="Network IPsec Mgt plus edit authorization"

... IPsec Mgt> add profiles="Network IPsec Management"

... IPsec Mgt> add auths="solaris.admin.edit/etc/hosts"

... IPsec Mgt> add auths="solaris.admin.edit/etc/inet/ipsecinit.conf"

... IPsec Mgt> add auths="solaris.admin.edit/etc/inet/ike/config"

... IPsec Mgt> add auths="solaris.admin.edit/etc/inet/secret/ipseckeys"

... IPsec Mgt> end

... IPsec Mgt> exit

管理者は、内容を確認します。

# profiles -p "Total IPsec Mgt" info

name=Total IPsec Mgt

desc=Network IPsec Mgt plus edit authorization

auths=solaris.admin.edit/etc/hosts,

solaris.admin.edit/etc/inet/ipsecinit.conf,
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solaris.admin.edit/etc/inet/ike/config,

solaris.admin.edit/etc/inet/secret/ipseckeys

profiles=Network IPsec Management

権利プロファイルのセキュリティー属性のクローニングと削除

この例では、管理者はVSCANサービスのプロパティーの管理を、このサービスを有
効および無効にする機能から分離します。

最初に、管理者は、Oracle Solarisが提供する権利プロファイルの内容を一覧表示しま
す。

% profiles -p "VSCAN Management" info

name=VSCAN Management

desc=Manage the VSCAN service

auths=solaris.smf.manage.vscan,solaris.smf.value.vscan,

solaris.smf.modify.application

help=RtVscanMngmnt.html

次に、管理者は、サービスを有効および無効にするための権利プロファイルを作成
します。

# profiles -p "VSCAN Management"

profiles:VSCAN Management> set name="VSCAN Control"

profiles:VSCAN Control> set desc="Start and stop the VSCAN service"

... VSCAN Control> remove auths="solaris.smf.value.vscan"

... VSCAN Control> remove auths="solaris.smf.modify.application"

... VSCAN Control> end

... VSCAN Control> exit

次に、管理者は、サービスのプロパティーを変更できる権利プロファイルを作成し
ます。

# profiles -p "VSCAN Management"

profiles:VSCAN Management> set name="VSCAN Properties"

profiles:VSCAN Properties> set desc="Modify VSCAN service properties"

... VSCAN Properties> remove auths="solaris.smf.manage.vscan"

... VSCAN Properties> end

... VSCAN Properties> exit

管理者は、新しい権利プロファイルの内容を確認します。

# profiles -p "VSCAN Control" info

name=VSCAN Control

desc=Start and stop the VSCAN service

auths=solaris.smf.manage.vscan

# profiles -p "VSCAN Properties" info

name=VSCAN Properties

desc=Modify VSCAN service properties

auths=solaris.smf.value.vscan,solaris.smf.modify.application
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セキュリティー属性の割り当てをトラブルシューティングするには、189ページ
の「RBACと特権の割り当てをトラブルシューティングする方法」を参照してくださ
い。背景情報については、213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索
順序」を参照してください。

▼ 承認を作成する方法
提供された承認に、必要な承認が含まれていない場合は、承認を作成できます。承
認の詳細は、144ページの「RBACの承認」を参照してください。

保護しているプログラムで、承認を定義して使用しています。手順について
は、『Oracle Solaris 11セキュリティーサービス開発ガイド』および『Oracle Solaris 11
セキュリティーサービス開発ガイド』の「承認について」を参照してください。

(省略可能)新しい承認のヘルプファイルを作成します。
たとえば、ユーザーがアプリケーション内のデータを変更できるようにするための
承認のヘルプファイルを作成します。
# pfedit /docs/helps/NewcoSiteAppModData.html

<HTML>

-- Copyright 2012 Newco. All rights reserved.

-- NewcoSiteAppModData.html

-->

<HEAD>

<TITLE>NewCo Modify SiteApp Data Authorization</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

The com.newco.siteapp.data.modify authorization authorizes you

to modify existing data in the application.

<p>

Only authorized accounts are permitted to modify data.

Use this authorization with care.

<p>

</BODY>

</HTML>

承認を作成します。
たとえば、ローカルシステム上に com.newco.siteapp.data.modify承認を作成しま
す。
# auths add -t "SiteApp Data Modify Authorized" \

-h /docs/helps/NewcoSiteAppModData.html com.newco.siteapp.data.modify

これで、その承認を権利プロファイルに追加し、そのプロファイルを役割または
ユーザーに割り当てることができるようになりました。

権利プロファイルへの承認の追加
この例では、管理者は、ユーザーによるアプリケーションの実行を許可する前にサ
イトのアプリケーションがチェックする承認を追加します。

参照

始める前に
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承認を作成したあと、セキュリティー管理者は、既存の権利に
com.newco.siteapp.data.modify承認を追加します。管理者は、例 9–18にあるプロ
ファイルを作成しました。

# profiles -p "SiteApp"

profiles:SiteApp> add auths="com.newco.siteapp.data.modify"

profiles:SiteApp> end

profiles:SiteApp> exit

確認するために、管理者はプロファイルの内容を一覧表示します。

# profiles -p SiteApp

Found profile in files repository.

id=/opt/site-app/bin/site-cmd

auths=com.newco.siteapp.data.modify

▼ RBACプロパティーをレガシーアプリケーション
に追加する方法
レガシーアプリケーションは、コマンドまたはコマンドのセットです。セキュリ
ティー属性は、役割に割り当てられている権利プロファイル内のコマンドごとに設
定されます。役割を引き受けるユーザーは、セキュリティー属性を指定したレガ
シーアプリケーションを実行することができます。

権利プロファイルを作成するには、Information SecurityまたはRights Management権
利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があります。権利プロ
ファイルを割り当てるには、User Security権利プロファイルが割り当てられている管
理者になる必要があります。root役割は、この手順内のすべてのタスクを実行でき
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

レガシーアプリケーションを実装するコマンドにセキュリティー属性を追加しま
す。

レガシーアプリケーションにセキュリティー属性を追加するときは、コマンドに追
加する場合と同じ方法で追加します。セキュリティー属性を指定したコマンドを権
利プロファイルに追加する必要があります。レガシーコマンドに対して、euid=0ま
たは uid=0のセキュリティー属性を指定します。手順の詳細については、181ページ
の「権利プロファイルを作成する方法」を参照してください。

a. レガシーアプリケーション用に新しい権利プロファイルを作成します。

手順については、181ページの「権利プロファイルを作成する方法」を参照して
ください。
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b. 必要なセキュリティー属性を持つコマンドを追加します。

例については、例 9–18を参照してください。

その権利プロファイルを役割のプロファイルリストに含めます。

権利プロファイルを役割に割り当てるには、例 9–14を参照してください。

スクリプトのコマンドへのセキュリティー属性の追加

スクリプトのコマンドが setuidビットまたは setgidビットセットを持つ必要がある
場合、実行可能なスクリプトおよびコマンドに対して、権利プロファイルでセ
キュリティー属性を追加する必要があります。それにより、その権利プロファイル
が役割に割り当てられ、その役割がユーザーに割り当てられます。ユーザーが、役
割を引き受け、スクリプトを実行すると、コマンドはそのセキュリティー属性で実
行されます。

スクリプトまたはプログラム内の承認の確認

承認を確認するには、authsコマンドに基づいたテストを作成します。このコマンド
の詳細については、auths(1)のマニュアルページを参照してください。

たとえば、次の行では、$1引数に指定した承認がユーザーに与えられているかどう
かをテストします。

if [ ‘/usr/bin/auths|/usr/xpg4/bin/grep $1‘ ]; then

echo Auth granted

else

echo Auth denied

fi

より完全なものにするには、そのテストに、ワイルドカードの使用を確認するロ
ジックを含める必要があります。たとえば、solaris.system.date承認がユーザーに
あるかどうかをテストするには、次の文字列を確認する必要があります。

■ solaris.system.date

■ solaris.system.*

■ solaris.*

プログラムを作成している場合は、getauthattr()関数を使用して、承認をテストし
ます。

2
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▼ RBACと特権の割り当てをトラブルシューティン
グする方法
割り当てられたセキュリティー属性でユーザーまたは役割のプロセスが実行されな
いのは、いくつかの要因が影響している可能性があります。この手順は、失敗した
セキュリティー属性の割り当てをデバッグするのに役立ちます。手順のうちのいく
つかは、213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索順序」に基づいて
います。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

ネームサービスを確認して再起動します。

a. ユーザーまたは役割のセキュリティー割り当てが、システムで有効になっている
ネームサービス内にあることを確認します。
# svccfg -s name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> listprop config

config application

config/value_authorization astring solaris.smf.value.name-service.switch

config/default astring files ldap

config/host astring "files dns mdns ldap"
config/netgroup astring ldap

config/printer astring "user files"

この出力では、明示的に示されていないサービスはすべて、デフォルトの値
files ldapを継承します。そのため、passwd (したがって
user_attr)、auth_attr、および prof_attrがまずファイル内で、次に LDAP内で
検索されます。

b. ネームサービスキャッシュ svc:/system/name-service/cacheを再起動します。

nscdデーモンには長い有効期間を設定することができます。デーモンを再起動し
て、現在のデータでネームサービスを更新します。
# svcadm restart name-service/cache

セキュリティー属性がユーザーに割り当てられている場所を判定します。

セキュリティー属性を userattr -vコマンドへの値として使用します。たとえば、次
のコマンドは割り当てられているセキュリティー属性と、その割り当てがユーザー
jdoeに対して行われた場所を示しています。
# userattr -v audit_flags jdoe Indicates modified system defaults
user_attr: fw:no

# userattr -v auths jdoe Indicates no added auths
Basic Solaris User :solaris.mail.mailq,solaris.network.autoconf.read,

solaris.admin.wusb.read

Console User :solaris.system.shutdown,solaris.device.cdrw,
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solaris.device.mount.removable,solaris.smf.manage.vbiosd,solaris.smf.value.vbiosd

# userattr -v defaultpriv jdoe Indicates basic user privileges only
# userattr -v limitpriv jdoe Indicates default limit privileges
# userattr -v lock_after_retries jdoe Indicates no automatic lockout
# userattr -v pam_policy jdoe Assigned per-user PAM policy
# userattr -v profiles jdoe Indicates assigned rights profiles
user_attr: Audit Review,Stop

# userattr roles jdoe Assigned roles
user_attr : cryptomgt,infosec

この出力は、jdoeに監査フラグ、2つの権利プロファイル、および 2つの役割が直接
割り当てられていることを示しています。そのため、権利プロファイル内の監査フ
ラグの値はすべて無視されます。ある役割になると、その役割内の監査フラグに
よってユーザーの監査フラグが置き換えられます。

割り当てられている承認のスペルが正しいことを確認します。

承認はユーザーに対して累積されるため、承認の割り当てのソースは重要ではあり
ません。ただし、スペルが正しくない承認は暗黙のうちに失敗します。

自分が作成した権利プロファイルについて、そのプロファイル内のコマンドに適切
なセキュリティー属性を割り当てたことを確認します。

たとえば、成功するには euid=0ではなく uid=0が必要なコマンドもあります。ま
た、オプションに承認が必要になることがあるコマンドもあります。

ユーザーがセキュリティー属性を使用できない場合は、次を確認します。

a. セキュリティー属性がユーザーに直接割り当てられているかどうかを確認しま
す。

手順 2に示すように、userattrコマンドを使用します。

b. セキュリティー属性が直接割り当てられていない場合は、ユーザーに直接割り当
てられている権利プロファイルを確認します。

i. 順番に、権利プロファイルリストでセキュリティー属性の割り当てを確認しま
す。

リスト内のもっとも古い権利プロファイルに含まれる属性の値は、カーネル内
の値です。この値が正しくない場合は、その権利プロファイル内の値を変更す
るか、またはプロファイルを正しい順序で再割り当てします。

特権付きコマンドについては、特権が defaultprivキーワードで割り当てられ
ているか、または limitprivキーワードで削除されているかを確認します。
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ii. 属性の割り当てが表示されない場合は、ユーザーに割り当てられている役割を
確認します。

属性が 1つの役割に割り当てられている場合、ユーザーはその役割を引き受け
てセキュリティー属性を取得する必要があります。属性が複数の役割に割り当
てられている場合、リスト内のもっとも古い役割での割り当てが有効です。こ
の値が正しくない場合は、リスト内の最初の役割に正しい値を割り当てる
か、または役割を正しい順序で再割り当てします。

特権をユーザーまたは役割に直接割り当てた場合は、失敗したコマンドが成功する
ために承認が必要かどうかを確認します。

a. コマンドのオプションに承認が必要かどうかを確認します。
特権を直接割り当てるのではなく、特権が必要なコマンドにその特権を割り当
て、必要な承認を追加し、そのコマンドと承認を権利プロファイル内に配置して
から、そのプロファイルをユーザーに割り当てます。

b. 必要な承認を含む権利プロファイルが存在するかどうかを確認します。
存在する場合は、それをユーザーに割り当てます。その権利プロファイルを、そ
のコマンドが含まれるほかの権利プロファイルの前に順序付けます。

ユーザーが原因でコマンドが引き続き失敗する場合は、次を確認します。

a. ユーザーがそのコマンドをプロファイルシェルで実行していることを確認しま
す。

管理コマンドは、プロファイルシェルで実行する必要があります。ユーザーエ
ラーを軽減するために、プロファイルシェルをユーザーのログインシェルとして
割り当てることができます。あるいは、管理コマンドをプロファイルシェルで実
行するようユーザーに注意を促すこともできます。

b. ユーザーに直接割り当てられているセキュリティー属性がコマンドの成功を妨げ
ているかどうかを確認します。

特に、ユーザーの defaultprivおよび limitpriv属性の値を確認します。

c. どの権利プロファイルまたは役割にそのコマンドが含まれているのかを調べま
す。

i. 順番に、権利プロファイルリストでセキュリティー属性を持つコマンドを確認
します。

権利プロファイルのリスト内のもっとも古い値は、カーネル内の値です。この
値が正しくない場合は、その権利プロファイル内の値を変更するか、またはプ
ロファイルを正しい順序で再割り当てします。

特に、プロファイルの defaultprivおよび limitpriv属性の値を確認します。
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ii. 属性の割り当てが表示されない場合は、ユーザーに割り当てられている役割を
確認します。
コマンドが 1つの役割に割り当てられている場合、ユーザーはその役割を引き
受けてセキュリティー属性を取得する必要があります。属性が複数の役割に割
り当てられている場合、リスト内のもっとも古い役割での割り当てが有効で
す。この値が正しくない場合は、リスト内の最初の役割に正しい値を割り当て
るか、または役割を正しい順序で再割り当てします。

役割が原因でコマンドが失敗する場合は、次を確認します。
管理コマンドを成功させるためには特権が必要です。オプションに承認が必要にな
ることがあるコマンドもあります。ベストプラクティスは、管理コマンドが含まれ
ている権利プロファイルを割り当てることです。

a. 役割に直接割り当てられているセキュリティー属性がコマンドの成功を妨げてい
るかどうかを確認します。
特に、役割の defaultprivおよび limitpriv属性の値を確認します。

b. 順番に、権利プロファイルリストでセキュリティー属性を持つコマンドを確認し
ます。
権利プロファイルのリスト内のもっとも古い値は、カーネル内の値です。この値
が正しくない場合は、その権利プロファイル内の値を変更するか、またはプロ
ファイルを正しい順序で再割り当てします。

RBACの管理 (タスク)
RBACの構成が完了し、それを使用している場合は、次の手順を使用してシステム上
でRBACを維持および変更します。

RBACの管理(タスクマップ)
次のタスクマップは、役割に基づくアクセス制御 (RBAC)の初期実装後にRBACを維
持するための手順を示しています。

タスク 説明 参照先

役割のパスワードを変更
します。

root役割は、役割のパスワードを変更します。 193ページの「役割のパスワードを変更
する方法」

役割の割り当てられた権
限を変更します。

役割のセキュリティー属性を変更します。 194ページの「役割のセキュリティー属
性を変更する方法」

例 9–26
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タスク 説明 参照先

権利プロファイルを変更
します。

制限特権やデフォルトの特権などの、権利プロ
ファイル内のセキュリティー属性の値を変更しま
す。

例 9–17

例 9–8

権利プロファイルの割り
当ての順序を変更しま
す。

割り当てられているセキュリティー属性を
ユーザーまたは役割が使用できることを確保しま
す。

195ページの「割り当てられているセ
キュリティー属性の順序を変更する方
法」

制限付きプロファイル
シェルを作成します。

ユーザーまたは役割がソフトウェア内のすべての
コマンドにフルアクセスできないようにします。

197ページの「管理者を明示的に割り当
てられた権限に制限する方法」

ユーザーの特権を制限し
ます。

ユーザーの基本または制限特権セットを制限しま
す。

例 9–8

デフォルトの権限をシス
テムから削除します。

特別な用途でシステムを作成します。 例 9–28

ユーザーがその
ユーザーのパスワードを
指定して役割になれるよ
うにします。

ユーザーのセキュリティー属性を変更して、その
ユーザーのパスワードでユーザーが役割に対して
認証されるようにします。この動作は Linuxの役
割の動作に似ています。

198ページの「ユーザーが自分のパス
ワードを使用して役割になれるように
する方法」

root役割をユーザーに
変更します。

システムを停止する前に、root役割をユーザーに
変更します。

199ページの「root役割をユーザーに変
更する方法」

デスクトップ上の
ユーザーアクションを制
限します。

これらのアクションにRBACは必要ありません
が、システムのセキュリティーが向上します。

『Oracle Solaris 11.1デスクトップ管理者
ガイド』の第 11章「Oracle Solarisデス
クトップシステムでの機能の無効化」

これらの手順では、ユーザー、役割、および権利プロファイルに関するセキュリ
ティー属性を管理します。基本的なユーザー管理手順については、『Oracle
Solaris 11.1のユーザーアカウントとユーザー環境の管理』の第 1章「ユーザーアカウ
ントとユーザー環境の管理 (概要)」を参照してください。

▼ 役割のパスワードを変更する方法
役割は多数のユーザーに割り当てることができるため、役割が割り当てられている
ユーザーは、その役割のパスワードを変更できません。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

passwdコマンドを実行します。
# passwd [-r naming-service] rolename
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-r naming-service パスワードの変更を filesまたは ldapリポジトリに適用しま
す。デフォルトのリポジトリは filesです。リポジトリを指定し
ない場合は、すべてのリポジトリでパスワードが変更されま
す。

rolename 変更する既存の役割の名前です。

コマンドオプションの詳細については、passwd(1)のマニュアルページを参照してく
ださい。

役割のパスワードの変更

この例では、root役割がローカルの devmgt役割のパスワードを変更します。

# passwd -r files devmgt

New password: Type new password
Confirm password: Retype new password

この例では、root役割が LDAPディレクトリサービス内の devmgt役割のパスワード
を変更します。

# passwd -r ldap devmgt

New password: Type new password
Confirm password: Retype new password

この例では、root役割がファイルと LDAP内の devmgt役割のパスワードを変更しま
す。

# passwd devmgt

New password: Type new password
Confirm password: Retype new password

▼ 役割のセキュリティー属性を変更する方法
役割のほとんどのセキュリティー属性を変更するには、User Security権利プロファイ
ルが割り当てられている管理者になる必要があります。監査フラグを割り当てた
り、役割のパスワードを変更したりするには、root役割になる必要があります。詳
細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してくだ
さい。

rolemodコマンドを使用します。

このコマンドは、ローカルのネームサービスまたは LDAPで定義される役割の属性
を変更します。-A、-P、および -Rオプションの値は、-または +で変更できます。-

記号は、現在割り当てられている値から値を引くことを示します。+記号は、現在割
り当てられている値に値を加えることを示します。

例9–24
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rolemodコマンドの詳細は、次を参照してください。

■ 簡単な説明については、177ページの「役割を作成する方法」の roleaddコマンド
の説明を参照してください。

■ このコマンドのすべての引数については、rolemod(1M)のマニュアルページを参
照してください。

■ -Kオプションの鍵の値の一覧については、user_attr(4)のマニュアルページを参
照してください。

次のコマンドは、LDAPリポジトリ内の devmgt役割に 2つの権利プロファイルを追加
します。

$ rolemod -P +"Device Management,File Management" -S ldap devadmin

役割のパスワードを変更するには、193ページの「役割のパスワードを変更する方
法」を参照してください。

ローカル役割のセキュリティー属性の変更

この例では、セキュリティー管理者は、VSCAN Management権利プロファイルが含
まれるように prtmgt役割を変更します。

$ rolemod -c "Handles printers and virus scanning" \

-P "Printer Management,VSCAN Management,All" prtmgt

役割への特権の直接割り当て

この例では、セキュリティー管理者は、システム時間に影響を及ぼすきわめて特殊
な特権を systime役割に委ねます。

$ rolemod -K defaultpriv=’proc_clock_highres’ systime

defaultprivキーワードの値は、常にその役割のプロセスに含まれる特権のリスト内
にあります。

▼ 割り当てられているセキュリティー属性の順序を
変更する方法
213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索順序」で説明されているよ
うに、Oracle Solarisは、割り当ての順番に権利プロファイルを読み取ります。この手
順では、権利プロファイルの順序を変更します。

2
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User Security権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

現在ユーザーまたは役割に割り当てられている権利プロファイルのリストを表示し
ます。

リストが順番に表示されます。
$ profiles username|rolename

権利プロファイルを正しい順序で割り当てます。
$ usermod | rolemod -P "list-of-profiles"

権利プロファイルの特定の順序での割り当て

この例では、管理者は、特権付きコマンドを含む権利プロファイルが、役割
devadminのすべての権利プロファイルのあとに一覧表示されるように決定します。

$ profiles devadmin

Basic Solaris User

All

Device Management

そのため、devadmin役割は、自分に割り当てられている特権でデバイス管理コマン
ドを実行できません。

管理者は、devadminに権利プロファイルを再割り当てします。新しい割り当ての順
序では、devadminは、自分に割り当てられている特権でデバイス管理コマンドを実
行できます。

$ rolemod -P "Device Management,Basic Solaris User,All"

$ profiles devadmin

Device Management

Basic Solaris User

All
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▼ 管理者を明示的に割り当てられた権限に制限する
方法
2つの方法で、ユーザーまたは役割を限られた数の管理操作に制限できます。

■ Stop権利プロファイルを使用できます。
Stop権利プロファイルは、制限付きシェルを作成するもっとも簡単な方法で
す。policy.confファイルで割り当てられている承認と権利プロファイルへの参
照は行われません。そのため、役割またはユーザーに Basic Solaris User権利プロ
ファイル、Console User権利プロファイル、または solaris.device.cdrw承認が割
り当てられません。

■ システム上の policy.confファイルを変更して、役割またはユーザーがそのシス
テムを管理タスクに使用するよう要求できます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

Stop権利プロファイルを、割り当てるプロファイルのリストの最後のプロファイル
として追加します。

たとえば、auditrev役割を、監査の確認のみを行うことに制限できます。
# rolemod -P "Audit Review,Stop" auditrev

auditrev役割にはConsole User権利プロファイルがないため、監査担当者はシステム
をシャットダウンできません。この役割には solaris.device.cdrw承認がないた
め、監査担当者はCD-ROMドライブに対して読み取りまたは書き込みを行うことが
できません。この役割には Basic Solaris User権利プロファイルがないため、Audit
Review権利プロファイルに含まれるコマンド以外のコマンドをこの役割で実行する
ことはできません。たとえば、lsコマンドは実行されません。この役割で
は、ファイルブラウザを使用して監査ファイルを表示します。

詳細は、211ページの「権利プロファイル」および 213ページの「割り当てられたセ
キュリティー属性の検索順序」を参照してください。

rolemodコマンドは、ローカルのネームサービスまたは LDAPで定義される役割の属
性を変更します。このコマンドの引数については、rolemod(1M)のマニュアルページ
を参照してください。RBAC引数の一覧は、177ページの「役割を作成する方法」に
記載されているように、roleaddコマンドについての一覧と似ています。

システムをそのユーザーが使用できる権限を制限するように変更する

この例では、管理者がネットワークの管理にのみ役立つシステムを作成します。管
理者は、policy.confファイルから Basic Solaris User権利プロファイルとすべての承

始める前に

●

例9–28

RBACの管理 (タスク)

第 9章 • 役割に基づくアクセス制御の使用 (タスク) 197

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1Mrolemod-1m


認を削除します。Console User権利プロファイルは削除されません。結果となる
policy.confファイルで影響を受けた行は次のとおりです。

...

#AUTHS_GRANTED=

#PROFS_GRANTED=Basic Solaris User

CONSOLE_USER=Console User

...

承認、コマンド、または権利プロファイルが明示的に割り当てられている
ユーザーのみがこのシステムを使用できます。ログイン後、その承認ユーザーは管
理責務を果たすことができます。承認されたユーザーがシステムコンソールの前に
座っている場合、そのユーザーにはConsole Userの権利があります。

▼ ユーザーが自分のパスワードを使用して役割にな
れるようにする方法
デフォルトでは、ユーザーが役割になるには、その役割のパスワードを入力する必
要があります。この手順を実行して、Oracle Solarisでの役割の引き受けが Linux環境
での役割の引き受けと同様になるようにします。

User Security権利プロファイルが含まれている役割になります。この役割を、変更対
象の roleauth値を持つ役割にはできません。

ユーザーのパスワードで役割を認証できるようにします。
$ rolemod -K roleauth=user rolename

割り当てられたユーザーは、この役割を引き受けるために、その役割用に特別に作
成されたパスワードではなく、自分のパスワードを使用できるようになります。

権利プロファイルの使用時に、割り当てられたユーザーのパスワード
を役割が使用できるようにする

この例では、root役割がローカルシステム上の役割 secadminの roleauthの値を変更
します。

$ profiles -p "Local System Administrator"

profiles:Local System Administrator> set roleauth="user"

profiles:Local System Administrator> end

profiles:Local System Administrator> exit

Security Administrator権利プロファイルが割り当てられているユーザーがその役割を
引き受ける場合、そのユーザーはパスワードの入力を求められます。次のシーケン
スでは、役割名は secadminです。
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% su - secadmin

Password: Type user password
$ /** You are now in a profile shell with administrative rights**/

そのユーザーにほかの役割が割り当てられている場合も、同様にそれらの役割に対
する認証にユーザー自身のパスワードが使用されます。

LDAPリポジトリ内の役割の roleauthの値を変更する

この例では、root役割によって、役割 secadminを引き受けることができるすべての
ユーザーが役割の引き受け時に自分のパスワードを使用できるようになります。こ
の機能は、LDAPサーバーによって管理されるすべてのシステムでこれらの
ユーザーに付与されます。

# rolemod -S ldap -K roleauth=user secadmin

roleauth=userが役割に対して設定されている場合は、ユーザーのパスワードで、認
証された役割がその役割に割り当てられているすべての権限にアクセスできるよう
になります。このキーワードは検索に依存しています。詳細は、213ページの「割り
当てられたセキュリティー属性の検索順序」を参照してください。

▼ root役割をユーザーに変更する方法
管理者は、ネットワークから削除されたシステムを停止するときに rootを
ユーザーに変更することがあります。この場合、システムに rootとしてログインす
ることでクリーンアップが簡略化されます。

rootになる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を
使用する方法」を参照してください。

root役割の割り当てをローカルユーザーから削除します。

たとえば、その役割の割り当てを 2人のユーザーから削除します。
% su - root

Password: a!2@3#4$5%6^7

# roles jdoe

root

# roles kdoe

root

# roles ldoe

secadmin

# usermod -R "" jdoe

# usermod -R "" kdoe

#

例9–30
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root役割をユーザーに変更します。
# rolemod -K type=normal root

現在 root役割になっているユーザーはそのままです。rootアクセスを持つほかの
ユーザーは、suを実行して rootに変更することも、rootユーザーとしてシステムに
ログインすることもできます。

変更内容を検証します。

次のいずれかのコマンドを使用できます。
# getent user_attr root

root::::auths=solaris.*;profiles=All;audit_flags=lo\:no;lock_after_retries=no;

min_label=admin_low;clearance=admin_high

typeキーワードが出力内に見つからないか、または normalに等しい場合、そのアカ
ウントは役割ではありません。

# userattr type root

出力が空であるか、または normalが表示される場合、そのアカウントは役割ではあ
りません。

root役割がシステムの構成に使用されることを防ぐ

この例では、rootアカウントによるシステムの保守を防ぐように、サイトのセ
キュリティーポリシーで要求します。管理者は、システムを保守する役割をすでに
作成し、テストしています。これらの役割には、すべてのセキュリティープロ
ファイルと System Administrator権利プロファイルが含まれています。信頼できる
ユーザーには、バックアップを復元できる役割が割り当てられています。システ
ム、ユーザー、または権利プロファイルの監査フラグを変更できる役割はありませ
ん。

rootアカウントがシステムの保守に使用されないようにするために、セキュリ
ティー管理者は、root役割の割り当てを削除します。rootアカウントはシングル
ユーザーモードでシステムにログインできる必要があるため、そのアカウントのパ
スワードは保持されます。

# usermod -K roles= jdoe

# userattr roles jdoe

rootユーザーを root役割に変更する

この例では、rootユーザーが rootユーザーを役割に戻します。

最初に、rootユーザーは rootアカウントを役割に変更し、その変更内容を確認しま
す。

2
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# usermod -K type=role root

# getent user_attr root

root::::type=role;auths=solaris.*;profiles=All;audit_flags=lo\:no;

lock_after_retries=no;min_label=admin_low;clearance=admin_high

次に、rootは root役割をローカルユーザーに割り当てます。

# usermod -R root jdoe

デスクトップ環境では、rootが役割である場合、rootとして直接ログインすること
はできません。このシステム上で rootが役割になっていることを示す診断
メッセージが表示されます。

root役割を引き受けることのできるローカルアカウントがない場合は、ローカルア
カウントを作成します。rootとしてシングルユーザーモードでシステムにログイン
し、ローカルユーザーアカウントおよびパスワードを作成し、その新しいアカウン
トに root役割を割り当てます。次に、この新しいユーザーでログインし、root役割
を引き受けます。

特権の使用 (タスク)
特権を使用すると、ユーザーは管理権限を使用して特定のタスクを実行できま
す。また、特権を使用すると、ユーザーを各ユーザーに実行が許可されているタス
クのみに制限することもできます。

次のタスクマップは、システム上で特権を表示、管理、および使用するための手順
を示しています。

タスク 説明 参照先

定義済みの特権を表示しま
す。

Oracle Solarisでの特権とその定義を一覧表示しま
す。

202ページの「システム上の特権を
一覧表示する方法」

任意のシェルでユーザーと
しての特権を表示します。

直接割り当てられた特権を示します。プロセスの
すべてはこれらの特権で実行されます。

203ページの「直接割り当てられた
特権を判断する方法」

プロファイルシェルで特権
付きコマンドを表示しま
す。

割り当てられた権利プロファイルを介して
ユーザーが実行できる特権付きコマンドを表示し
ます。

204ページの「実行可能な特権付き
コマンドを判断する方法」

アプリケーションに対する
攻撃が成功した場合に、シ
ステムへの攻撃者のアクセ
スを制限します。

NTPポートに拡張権限ポリシーを適用して、シス
テムを攻撃から保護します。

209ページの「ポートに拡張特権ポ
リシーを適用する方法」
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タスク 説明 参照先

プロセスに含まれる特権を
判断します。

プロセスに対する、有効な特権、継承可能な特
権、許可された特権、および制限付きの特権の
セットを一覧表示します。

206ページの「プロセスの特権を判
断する方法」

プロセスから漏れている特
権を判断します。

失敗したプロセスが必要とする特権を一覧表示し
ます。

207ページの「プログラムが必要と
する特権を判断する方法」

アプリケーションに対する
攻撃が成功した場合に、シ
ステムへの攻撃者のアクセ
スを制限します。

NTPサービスの拡張ポリシーを作成します。 209ページの「ポートに拡張特権ポ
リシーを適用する方法」

特権をコマンドに追加しま
す。

特権を権利プロファイルのコマンドに追加しま
す。ユーザーまたは役割を権利プロファイルに割
り当てることができます。ユーザーは、プロ
ファイルシェルで割り当てられた特権でコマンド
を実行できるようになります。

例 9–18

特権をユーザーまたは役割
に割り当てます。

ユーザーまたは役割の継承可能な一連の特権を拡
張します。この手順は、十分注意して実行してく
ださい。

例 9–9

ユーザーの特権を制限しま
す。

ユーザーの特権の基本セットを制限します。この
手順は、十分注意して実行してください。

例 9–16

特権付きのシェルスクリプ
トを実行します。

特権をシェルスクリプトおよびシェルスクリプト
のコマンドに追加します。その後、プロファイル
シェルのスクリプトを実行します。

209ページの「特権付きのコマンド
を含むシェルスクリプトの実行方
法」

▼ システム上の特権を一覧表示する方法
次の手順は、特権の名前と定義を表示する方法を示しています。

端末ウィンドウで、特権をオンラインで表示できます。

■ privileges(5)のマニュアルページを表示することによって、すべての特権を一覧
表示します。
% man privileges

Standards, Environments, and Macros privileges(5)

NAME

privileges - process privilege model

...

The defined privileges are:

PRIV_CONTRACT_EVENT

Allow a process to request reliable delivery of events

to an event endpoint.
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Allow a process to include events in the critical event

set term of a template which could be generated in

volume by the user.

...

この特権の形式は開発者によって使用されます。

■ pprivコマンドを使用して、特権を一覧表示します。
% ppriv -lv | more

contract_event

Allows a process to request critical events without limitation.

Allows a process to request reliable delivery of all events on

any event queue.

...

win_upgrade_sl

Allows a process to set the sensitivity label of a window

resource to a sensitivity label that dominates the existing

sensitivity label.

This privilege is interpreted only if the system is configured

with Trusted Extensions.

この特権の形式は、useradd、roleadd、usermod、および rolemodコマンドで
ユーザーや役割に特権を割り当てたり、profilesコマンドで権利プロファイルに
特権を割り当てたりするために使用されます。

▼ 直接割り当てられた特権を判断する方法
次の手順は、特権が直接割り当てられたかどうかを判断する方法です。

注意 –直接割り当てられた特権を不適切に使用すると、無意識のうちにセキュリ
ティーを侵害する可能性があります。詳細については、149ページの「セキュリ
ティー属性を直接割り当てる場合に考慮すべきセキュリティー事項」を参照してく
ださい。

プロセスが使用可能な特権を一覧表示します。
手順については、206ページの「プロセスの特権を判断する方法」を参照してくださ
い。

任意のシェルでアクションを起動し、コマンドを実行します。
有効なセットに一覧表示されている特権は、セッション全体を通して有効です。基
本セットに加えて特権を直接割り当てた場合、その特権は有効なセットに一覧表示
されます。

直接割り当てられた特権の判断
この例では、ユーザーに proc_clock_highres特権が直接割り当てられているた
め、その特権はユーザーが所有するすべてのプロセスで使用できます。

1

2

例9–33

特権の使用 (タスク)

第 9章 • 役割に基づくアクセス制御の使用 (タスク) 203



% ppriv -v $$

1800: pfksh

flags = <none>

E: file_link_any,...,proc_clock_highres,proc_session

I: file_link_any,...,proc_clock_highres,proc_session

P: file_link_any,...,proc_clock_highres,proc_session

L: cpc_cpu,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user,...,sys_time

% ppriv -vl proc_clock_highres

Allows a process to use high resolution timers.

役割に直接割り当てられた特権の判断

次の例では、役割 realtimeに日時のプログラムを処理する特権が直接割り当てられ
ます。

% su - realtime

Password: <Type realtime password>
$ ppriv -v $$

1600: pfksh

flags = <none>

E: file_link_any,...,proc_clock_highres,proc_session,sys_time

I: file_link_any,...,proc_clock_highres,proc_session,sys_time

P: file_link_any,...,proc_clock_highres,proc_session,sys_time

L: cpc_cpu,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user,...,sys_time

▼ 実行可能な特権付きコマンドを判断する方法
通常、ユーザーおよび役割は、権利プロファイルを通して特権付きコマンドへのア
クセスを取得します。権利プロファイルのコマンドは、プロファイルシェルで実行
する必要があります。

割り当てられている権利プロファイルを判断します。
次の例では、ユーザーにいくつかの権利プロファイルが割り当てられています。シ
ステムは、それらの権利プロファイルとその内容を順番に読み取ります。承認を除
くすべての属性について、最初の明示的に設定されている属性値が使用されている
属性値です。詳細は、213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索順
序」を参照してください。
% profiles

Audit Review

Console User

Suspend To RAM

Suspend To Disk

Brightness

CPU Power Management

Network Autoconf

Desktop Print Management

Network Wifi Info

Desktop Removable Media User

Basic Solaris User

All

例9–34
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Audit Reviewプロファイルの権限を判断します。
profiles -l

Audit Review

solaris.audit.read

/usr/sbin/auditreduce euid=0

/usr/sbin/auditstat euid=0

/usr/sbin/praudit euid=0

Audit Review権利プロファイルを使用すると、実効UIDを 0にして
auditreduce、auditstat、および prauditコマンドを実行し、solaris.audit.read承
認を割り当てることができます。

役割の特権付きコマンドの判断

この例では、ユーザーは割り当てられた役割を引き受け、権利プロファイルのいず
れかに含まれているコマンドを一覧表示します。

% roles

devadmin

% su - devadmin

Password: Type devadmin password
$ profiles -l

Device Security

/usr/bin/kbd uid=0;gid=sys

/usr/sbin/add_allocatable euid=0

/usr/sbin/add_drv uid=0

/usr/sbin/devfsadm uid=0

/usr/sbin/eeprom uid=0

/usr/sbin/list_devices euid=0

/usr/sbin/rem_drv uid=0

/usr/sbin/remove_allocatable euid=0

/usr/sbin/strace euid=0

/usr/sbin/update_drv uid=0

役割での特権付きコマンドの実行

次の例で、admin役割は、 useful.scriptファイルに関する権利を変更することがで
きます。

% whoami

jdoe

% ls -l useful.script

-rwxr-xr-- 1 elsee eng 262 Apr 2 10:52 useful.script

% chgrp admin useful.script

chgrp: useful.script: Not owner

% su - admin

Password: <Type admin password>
$ chgrp admin useful.script

2
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$ chown admin useful.script

$ ls -l useful.script

-rwxr-xr-- 1 admin admin 262 Apr 2 10:53 useful.script

▼ プロセスの特権を判断する方法
この手順は、プロセスで使用可能な特権を判断する方法です。一覧には、特定のコ
マンドに割り当てられている特権は含まれません。

シェルのプロセスで使用可能な特権を一覧表示します。
% ppriv [-v] pid

pid プロセス番号です。二重ドル記号 ($$)を使用して親シェルのプロセス番号を
コマンドに渡します。

-v 特権名の詳細な一覧表示を行います。

現在のシェルでの特権の判断

次の例では、ユーザーのシェルプロセスの親プロセスでの特権を一覧表示します。2
つ目の例では、特権の正式名を一覧表示します。出力の最初の文字は、次の特権
セットを指しています。

E 有効な特権セットです。

I 継承可能な特権セットです。

P 許可された特権セットです。

L 制限付きの特権セットです。

% ppriv $$

1200: -csh

flags = <none>

E: basic

I: basic

P: basic

L: all

% ppriv -v $$

1200: -csh

flags = <none>

E: file_link_any,net_access,proc_exec,proc_fork,proc_info,proc_session

I: file_link_any,net_access,proc_exec,proc_fork,proc_info,proc_session

P: file_link_any,net_access,proc_exec,proc_fork,proc_info,proc_session

L: cpc_cpu,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user,...,sys_time

引き受けることができる役割の特権の判断

次の例では、役割 sysadminに直接割り当てられている特権はありません。

●
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% su - sysadmin

Password: <Type sysadmin password>
$ /usr/bin/whoami

sysadmin

$ ppriv -v $$

1400: pfksh

flags = <none>

E: file_link_any,file_read,file_write,net_access,proc_exec,proc_fork,

proc_info,proc_session

I: file_link_any,file_read,file_write,net_access,proc_exec,proc_fork,

proc_info,proc_session

P: file_link_any,file_read,file_write,net_access,proc_exec,proc_fork,

proc_info,proc_session

L: cpc_cpu,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user,...,win_upgrade_sl

▼ プログラムが必要とする特権を判断する方法
このデバッグ手順は、コマンドまたはプロセスが失敗する場合に有効です。

pprivデバッグコマンドに対する引数として失敗しているコマンドを入力します。
% ppriv -eD touch /etc/acct/yearly

touch[5245]: missing privilege "file_dac_write"
(euid = 130, syscall = 224) needed at zfs_zaccess+0x258

touch: cannot create /etc/acct/yearly: Permission denied

/etc/name_to_sysnumファイルの syscall番号を見つけ、失敗しているシステム
コールを突き止めます。
% grep 224 /etc/name_to_sysnum

creat64 224

特権の使用を検査するための trussコマンドの使用

trussコマンドは、通常のシェルで特権の使用をデバッグすることができます。たと
えば、次のコマンドは、失敗した touchプロセスをデバッグします。

% truss -t creat touch /etc/acct/yearly

creat64("/etc/acct/yearly", 0666)

Err#13 EACCES [file_dac_write]

touch: /etc/acct/yearly cannot create

拡張された /procインタフェースで、truss出力のエラーコードのあとに欠如してい
る特権がレポートされます。

始める前に
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プロファイルシェルで特権の使用を検査するための pprivコマンドの
使用

次の例で、jdoeユーザーは、役割 objadminを引き受けることができます。objadmin

役割には、Object Access Management権利プロファイルが含まれます。この権利プロ
ファイルによって、objadmin役割は objadminが所有しないファイルに関するアクセ
ス権を変更することができます。

次の例で、jdoeは、useful.scriptファイルに関するアクセス権を変更することがで
きません。

jdoe% ls -l useful.script

-rw-r--r-- 1 aloe staff 2303 Apr 10 10:10 useful.script

jdoe% chown objadmin useful.script

chown: useful.script: Not owner

jdoe% ppriv -eD chown objadmin useful.script

chown[11444]: missing privilege "file_chown"
(euid = 130, syscall = 16) needed at zfs_zaccess+0x258

chown: useful.script: Not owner

jdoeが objadmin役割を引き受けると、ファイルに関するアクセス権が変更されま
す。

jdoe% su - objadmin

Password: <Type objadmin password>
$ ls -l useful.script

-rw-r--r-- 1 aloe staff 2303 Apr 10 10:10 useful.script

$ chown objadmin useful.script

$ ls -l useful.script

-rw-r--r-- 1 objadmin staff 2303 Apr 10 10:10 useful.script

$ chgrp admin useful.script

$ ls -l objadmin.script

-rw-r--r-- 1 objadmin admin 2303 Apr 10 10:11 useful.script

rootユーザーが所有するファイルの変更

この例では、特権エスカレーションに対する保護について説明します。詳細につい
ては、223ページの「特権エスカレーションの防止」を参照してください。ファイル
は、rootユーザーが所有します。権限の弱い objadmin役割ではファイルの所有を変
更するためにはすべての特権が必要なので、処理は失敗します。

jdoe% su - objadmin

Password: <Type objadmin password>
$ cd /etc; ls -l system

-rw-r--r-- 1 root sys 1883 Oct 10 10:20 system

$ chown objadmin system

chown: system: Not owner

$ ppriv -eD chown objadmin system

例9–40
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chown[11481]: missing privilege "ALL"
(euid = 101, syscall = 16) needed at zfs_zaccess+0x258

chown: system: Not owner

▼ ポートに拡張特権ポリシーを適用する方法
Network Time Protocol (NTP)のサービスは、udpトラフィックに対して特権ポート 123

を使用します。この手順は、このポートに割り当てられている特権を取得する可能
性のある悪意のあるユーザーからアクセスされないようにほかのポートを保護しま
す。

ポートのデフォルトのサービスマニフェストエントリを参照します。

次の /lib/svc/manifest/network/ntp.xmlエントリか
ら、net_privaddr、proc_lock_memory、および sys_time特権をほかのプロセスに対し
て使用できます。
privileges=’basic,!file_link_any,!proc_info,!proc_session,

net_privaddr,proc_lock_memory,sys_time’

削除された特権は、このサービスがほかのプロセスへのシグナリングやその監視を
行なったり、ファイル名変更の方法としてのハードリンクを作成したりしないよう
にします。

つまり、このサービスによって起動されたプロセスは特定のポート 123にしかバイ
ンドできず、ほかのどの特権ポートにもバインドできません。ハッカーがこの
サービスを悪用して別のプロセスを起動できたとしても、その子プロセスもま
た、ほかのどの特権ポートにもバインドできなくなります。

net_privaddr特権をこのポートのみに制限します。

次の抜粋で強調表示されている拡張特権ポリシーによって、このサービスからほか
の特権ポートへのアクセスが回避されます。
privileges=’basic,!file_link_any,!proc_info,!proc_session,

{net_privaddr}:123/udp,proc_lock_memory,sys_time’

▼ 特権付きのコマンドを含むシェルスクリプトの実
行方法
特権を必要とするコマンドを実行するシェルスクリプトを作成する場合は、特権が
割り当てられているコマンドを該当する権利プロファイルに含める必要がありま
す。
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root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

1行目は、スクリプトを /bin/pfshまたはほかのプロファイルシェルで開始します。
#!/bin/pfsh

# Copyright (c) 2012 by Oracle

スクリプトのコマンドが必要とする特権を判断します。
% ppriv -eD script-full-path

必要なセキュリティー属性を持つ管理者になります。

詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してく
ださい。

スクリプトの権利プロファイルを作成または変更します。

シェルスクリプトとそのシェルスクリプトに含まれるコマンドを、それらの必要な
セキュリティー属性とともに権利プロファイルに追加します。手順については、
181ページの「権利プロファイルを作成する方法」を参照してください。

権利プロファイルを役割に追加し、その役割をユーザーに割り当てます。

スクリプトを実行するために、ユーザーはその役割を引き受け、役割のプロファイ
ルシェルでスクリプトを実行します。

■ 権利プロファイルを役割に追加するには、194ページの「役割のセキュリ
ティー属性を変更する方法」を参照してください。

■ ユーザーに役割を割り当てるには、168ページの「ユーザーのセキュリティー属
性を変更する方法」を参照してください。

始める前に
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Oracle Solarisのセキュリティー属性 (参照)

この章では、RBACと特権に関する参照資料を提供します。
■ 211ページの「権利プロファイル」
■ 213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索順序」
■ 214ページの「承認」
■ 215ページの「RBACデータベース」
■ 219ページの「RBACコマンド」
■ 221ページの「特権を扱うための管理コマンド」
■ 222ページの「特権情報が含まれるファイル」
■ 223ページの「特権と監査」
■ 223ページの「特権エスカレーションの防止」
■ 224ページの「レガシーアプリケーションと特権モデル」

RBACの使用方法については、第 9章「役割に基づくアクセス制御の使用 (タス
ク)」を参照してください。概要については、137ページの「役割に基づくアクセス
制御 (概要)」を参照してください。

特権を使用するには、201ページの「特権の使用 (タスク)」を参照してください。概
要については、150ページの「特権 (概要)」を参照してください。

権利プロファイル
このセクションでは、いくつかの標準的な権利プロファイルについて説明しま
す。権利プロファイルとは、承認などのセキュリティー属性、セキュリティー属性
を持つコマンド、および補助権利プロファイルを使いやすく集めたものです。Oracle
Solarisでは権利プロファイルが多数提供されています。それらがニーズを満たさな
い場合は、既存のものを変更して、新しいものを作成できます。

権利プロファイルは、もっとも権限のあるものからもっとも権限のないものへと順
番に割り当てられる必要があります。詳細は、213ページの「割り当てられたセ
キュリティー属性の検索順序」を参照してください。
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■ System Administrator権利プロファイル –セキュリティーに関係しないほとんどの
タスクを実行できるプロファイルを提供します。このプロファイルには、権限の
ある役割を作成するためにいくつかのほかのプロファイルが含まれます。All権利
プロファイルは、補助権利プロファイルのリストの最後にあります。profilesコ
マンドでそのプロファイルの内容が表示されます。

% profiles -p "System Administrator" info

■ Operator権利プロファイル –ファイルおよびオフラインメディアを管理するため
の制限された機能を提供します。このプロファイルには、単純な役割を作成する
ための補助権利プロファイルが含まれます。profilesコマンドでそのプロファイ
ルの内容が表示されます。

% profiles -p Operator info

■ Printer Management権利プロファイル –印刷を処理するための限られた数のコマ
ンドと承認を提供します。このプロファイルは、単一の管理領域を対象とする複
数のプロファイルのうちの 1つです。profilesコマンドでそのプロファイルの内
容が表示されます。

% profiles -p "Printer Management" info

■ Basic Solaris User権利プロファイル –セキュリティーポリシーの範囲内で
ユーザーがシステムを使用できるようにします。このプロファイルは、デフォル
トで policy.confファイル内にリストされます。Basic Solaris User権利プロファイ
ルを使用するときは、サイトのセキュリティー要件を考慮する必要がありま
す。高いセキュリティーを必要とするサイトでは、このプロファイルを
policy.confファイルから削除するか、または Stop権利プロファイルを割り当て
ることをお勧めします。profilesコマンドでそのプロファイルの内容が表示され
ます。

% profiles -p "Basic Solaris User" info

■ Console User権利プロファイル –ワークステーションの所有者向けで、コン
ピュータの前に座っているユーザーに承認、コマンド、およびアクションへのア
クセスを提供します。profilesコマンドでそのプロファイルの内容が表示されま
す。

% profiles -p "Console User" info

■ All権利プロファイル –役割に対して、セキュリティー属性を持たないコマンドへ
のアクセスを提供します。このプロファイルは、限られた権限を持つユーザーに
適している場合があります。profilesコマンドでそのプロファイルの内容が表示
されます。

% profiles -p All info

■ Stop権利プロファイル –それ以降のプロファイルの評価を停止する特殊な権利プ
ロファイルです。このプロファイルは、policy.confファイル内の
AUTHS_GRANTED、PROFS_GRANTED、および CONSOLE_USER変数の評価を中止しま
す。このプロファイルを使用すると、役割とユーザーに制限付きプロファイル
シェルを提供できます。

権利プロファイル
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注 – Stopプロファイルは、特権の割り当てに間接的な影響を及ぼします。Stopプ
ロファイルのあとにリストされた権利プロファイルは評価されません。した
がって、そのようなプロファイル内に特権が指定されているコマンドは有効では
ありません。このプロファイルを使用するには、197ページの「管理者を明示的
に割り当てられた権限に制限する方法」を参照してください。

profilesコマンドでそのプロファイルの内容が表示されます。

% profiles -p Stop info

それぞれの権利プロファイルには、関連するヘルプファイルが用意されていま
す。ヘルプファイルは、HTML形式で、カスタマイズが可能です。ヘルプファイル
は、/usr/lib/help/profiles/locale/Cディレクトリにあります。

権利プロファイルの内容の表示
権利プロファイルの内容は、3つの方法で表示できます。

■ getentコマンドを使用すると、システム上のすべての権利プロファイルの内容を
表示できます。出力例については、162ページの「定義済みのすべてのセキュリ
ティー属性を表示する方法」を参照してください。

■ profiles -p "Profile Name" info コマンドを使用すると、特定の権利プロファイル
の内容を表示できます。

■ profiles -l account-name コマンドを使用すると、特定のユーザーまたは役割に割
り当てられている権利プロファイルの内容を表示できます。

詳細は、getent(1M)および profiles(1)のマニュアルページを参照してください。

割り当てられたセキュリティー属性の検索順序
ユーザーまたは役割には、セキュリティー属性を直接割り当てることも、権利プロ
ファイルを通じて割り当てることもできます。検索の順序は、使用されるセキュリ
ティー属性の値に影響を及ぼします。その属性の最初に見つかったインスタンスの
値が使用されます。

注 –承認の順序は重要ではありません。承認は累積されます。
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ユーザーがログインすると、セキュリティー属性が次の検索順序で割り当てられま
す。

■ useraddおよび usermodコマンドを使ってユーザーに割り当てられるセキュリ
ティー属性。一覧については、216ページの「user_attrデータベース」を参照し
てください。

■ useraddおよび usermodコマンドを使ってユーザーに割り当てられる権利プロ
ファイル。これらの割り当ては順番に検索されます。

その順番は、リスト内の 1番目のプロファイル、その権利プロファイルのリス
ト、リスト内の 2番目のプロファイル、その権利プロファイルのリスト、のよう
になります。累積される auths値を除き、最初のインスタンスの値がシステムで
使用される値になります。権利プロファイル内の属性には、ユーザーのすべての
セキュリティー属性と補助プロファイルが含まれています。一覧については、216
ページの「user_attrデータベース」を参照してください。

■ Console User権利プロファイルの値。詳細は、211ページの「権利プロファイ
ル」を参照してください。

■ Stop権利プロファイルが割り当てられた場合、セキュリティー属性の評価は停止
します。Stopプロファイルが割り当てられたあとは属性は一切割り当てられませ
ん。Stopプロファイルは、Console User権利プロファイルのあと、policy.conf

ファイル内のほかのセキュリティー属性 (AUTHS_GRANTEDなど)の前に評価されま
す。詳細は、211ページの「権利プロファイル」を参照してください。

■ policy.confファイル内のBasic Solaris User権利プロファイルの値。
■ policy.confファイル内のAUTHS_GRANTEDの値。
■ policy.confファイル内の PROFS_GRANTEDの値。
■ policy.confファイル内の PRIV_DEFAULTの値。
■ policy.confファイル内の PRIV_LIMITの値。

承認
RBACの「承認」は、役割またはユーザーに許可できる個別の権限です。RBACに準
拠したアプリケーションによって承認が確認されてから、ユーザーはアプリ
ケーションまたはアプリケーションの特定の操作へのアクセス権を取得します。

承認はユーザーレベルであり、したがって拡張可能です。承認を必要とするプログ
ラムを作成し、承認をシステムに追加し、これらの承認の権利プロファイルを作成
して、その権利プロファイルを、プログラムの使用が許可されているユーザーまた
は役割に割り当てることができます。
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承認の命名規則
承認には、内部で使用される名前があります。たとえば solaris.system.dateは承認
の名前です。また、グラフィカルユーザーインタフェース (GUI)に表示される短い
説明もあります。たとえば、Set Date & Timeは solaris.system.date承認の説明で
す。

慣例上、承認名はインターネット名とは逆の順序である、サプライヤ、被認証者領
域、任意の下位領域、および承認の機能で構成されます。承認名の区切り文字は
ドット (.)です。たとえば、com.xyzcorp.device.accessのように指定します。この規
則の例外として、インターネット名の代わりに接頭辞 solarisを使用する、Oracleか
らの承認があります。システム管理者は、承認を階層方式で適用することができま
す。ワイルドカード (*)は、ドットの右側の任意の文字列を表すことができます。

承認の使用方法の例として、次を考えてみてください: Network Link Security権利プロ
ファイルには solaris.network.link.security承認のみが含まれるのに対し
て、Network Security権利プロファイルには補助プロファイルとしてのNetwork Link
Securityプロファイルに加え、solaris.network.*および solaris.smf.manage.ssh承認
が含まれます。

承認での委託権限
接尾辞が delegateの承認が許可されたユーザーまたは役割は、割り当てられている
承認のうち同じ接頭辞で始まるものを、ほかのユーザーに委任できます。

solaris auth.delegate承認が許可されたユーザーまたは役割は、これらの
ユーザーまたは役割が割り当てられている任意の承認をほかのユーザーに委託でき
ます。

たとえば、solaris auth.delegateと solaris.network.wifi.wepの承認を持つ役割
は、solaris.network.wifi.wep承認をほかのユーザーまたは役割に委託できます。

RBACデータベース
次のデータベースには、RBAC要素のデータが格納されます。

■ 拡張ユーザー属性のデータベース (user_attr) –ユーザーと役割を承認、特
権、キーワード、および権利プロファイルに関連付けます。

■ 権利プロファイル属性のデータベース (prof_attr) –権利プロファイルを定義
し、そのプロファイルに割り当てられた承認、特権、およびキーワードを一覧表
示し、関連するヘルプファイルを識別します。

■ 承認属性のデータベース (auth_attr) –承認とその属性を定義し、関連するヘルプ
ファイルを指定します
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■ 実行属性のデータベース (exec_attr) –特定の権利プロファイルに割り当てられた
セキュリティー属性を持つコマンドを指定します

policy.confデータベースには、すべてのユーザーに適用される承認、特権、および
権利プロファイルが含まれます。詳細については、218ページの「policy.conf

ファイル」を参照してください。

RBACデータベースおよびネームサービス
RBACデータベースのネームサービスの適用範囲は、ネームサービススイッチの SMF
サービス svc:/system/name-service/switchで定義されます。RBACデータベースの
ためのこのサービス内のプロパティーは、auth_attr、password、および prof_attr

です。passwordプロパティーは、passwdおよび user_attrデータベースに対する
ネームサービスの優先順位を設定します。prof_attrプロパティーは、prof_attrお
よび exec_attrデータベースに対するネームサービスの優先順位を設定します。

次の出力では、auth_attr、password、および prof_attrエントリは一覧表示されま
せん。したがって、RBACデータベースは filesネームサービスを使用しています。

# svccfg -s name-service/switch listprop config

config application

config/value_authorization astring solaris.smf.value.name-service.switch

config/default astring files

config/host astring "files ldap dns"
config/printer astring "user files ldap"

user_attrデータベース
user_attrデータベースには、ユーザーと役割の情報が格納されます。これらの情報
は、passwdおよび shadowデータベースによって利用されます。

次のセキュリティー属性は、roleadd、rolemod、useradd、usermod、および profiles

コマンドを使用すると設定できます。

■ ユーザーの場合、rolesキーワードで 1つ以上の定義された役割を割り当てま
す。

■ 役割の場合、roleauthキーワードの値を userにすると、その役割は役割のパス
ワードではなくユーザーのパスワードで認証できます。デフォルトでは、この値
は roleです。

■ ユーザーまたは役割の場合、次の属性を設定できます。
■ audit_flagsキーワード -監査マスクを変更します。参照情報について
は、audit_flags(5)のマニュアルページを参照してください。

■ authsキーワード -承認を割り当てます。参照情報については、auths(1)のマ
ニュアルページを参照してください。

RBACデータベース

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月216

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN5audit-flags-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1auths-1


■ defaultprivキーワード -特権を追加するか、それらをデフォルトの基本特権
セットから削除します。参照情報については、154ページの「特権の実装方
法」を参照してください。

■ limitprivキーワード -特権を追加するか、それらをデフォルトの制限特権
セットから削除します。参照情報については、154ページの「特権の実装方
法」を参照してください。

これらの特権は常に有効になっており、それらはコマンドの属性ではありませ
ん。参照情報については、privileges(5)のマニュアルページおよび154ページ
の「特権の実装方法」を参照してください。

■ projectキーワード -デフォルトのプロジェクトを追加します。参照情報につ
いては、project(4)のマニュアルページを参照してください。

■ lock_after_retriesキーワード -値が yesの場合、再試行回数が
/etc/default/loginファイルで許可されている回数を超えると、システムは
ロックされます。

■ profilesキーワード -権利プロファイルを割り当てます。

詳細は、user_attr(4)のマニュアルページを参照してください。このデータベースの
内容を表示するには、getent user_attrコマンドを使用します。詳細は、getent(1M)
のマニュアルページおよび162ページの「定義済みのすべてのセキュリティー属性を
表示する方法」を参照してください。

auth_attrデータベース
承認はすべて auth_attrデータベースに格納されます。承認は、ユーザー、役割、権
利プロファイルに割り当てることができます。承認を権利プロファイルに配置
し、権利プロファイルを役割のプロファイルリストに含めたあと、その役割を
ユーザーに割り当てることをお勧めします。

このデータベースの内容を表示するには、getent auth_attrコマンドを使用しま
す。詳細は、getent(1M)のマニュアルページおよび162ページの「定義済みのすべて
のセキュリティー属性を表示する方法」を参照してください。

prof_attrデータベース
prof_attrデータベースには、権利プロファイルに割り当てる名前、説明、ヘルプ
ファイルの場所、特権、および承認が格納されます。権利プロファイルに割り当て
られたコマンドとセキュリティー属性は、exec_attrデータベースに格納されま
す。詳細については、218ページの「exec_attrデータベース」を参照してくださ
い。
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詳細は、prof_attr(4)のマニュアルページを参照してください。このデータベースの
内容を表示するには、getent exec_attrコマンドを使用します。詳細は、getent(1M)
のマニュアルページおよび162ページの「定義済みのすべてのセキュリティー属性を
表示する方法」を参照してください。

exec_attrデータベース
exec_attrデータベースでは、成功するためにセキュリティー属性を必要とするコマ
ンドが定義されます。このコマンドは、権利プロファイルの一部です。セキュリ
ティー属性を指定したコマンドは、プロファイルが割り当てられている役割または
ユーザーが実行できます。

詳細は、exec_attr(4)のマニュアルページを参照してください。このデータベースの
内容を表示するには、getentコマンドを使用します。詳細は、getent(1M)のマ
ニュアルページおよび162ページの「定義済みのすべてのセキュリティー属性を表示
する方法」を参照してください。

policy.confファイル
policy.confファイルは、特定の権利プロファイル、特定の承認、および特定の特権
をすべてのユーザーに与える方法を定義します。ファイル内の関連するエントリ
は、key=valueのペアから構成されます。

■ AUTHS_GRANTED=authorizations – 1つまたは複数の承認を示します。
■ PROFS_GRANTED=rights profiles – 1つまたは複数の権利プロファイルを示します。
■ CONSOLE_USER=Console User – Console User権利プロファイルを示します。このプ
ロファイルは、便利な承認セットとともにコンソールユーザーに提供されま
す。このプロファイルはカスタマイズできます。プロファイルの内容を表示する
には、211ページの「権利プロファイル」を参照してください。

■ PRIV_DEFAULT=privileges – 1つまたは複数の特権を示します。
■ PRIV_LIMIT=privileges –すべての特権を示します。

次の例では、policy.confデータベースの標準的な値をいくつか示します。

# grep AUTHS /etc/security/policy

AUTHS_GRANTED=solaris.device.cdrw

# grep PROFS /etc/security/policy

PROFS_GRANTED=Basic Solaris User

# grep PRIV /etc/security/policy

#PRIV_DEFAULT=basic

#PRIV_LIMIT=all
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権限の詳細は、150ページの「特権 (概要)」を参照してください。

RBACコマンド
このセクションでは、RBACの管理に使用するコマンドを一覧します。承認を使用し
てアクセス権を制御できるコマンドについても説明します。

RBACを管理するコマンド
次のコマンドは、RBAC情報を取得して設定します。

表 10–1 RBAC管理コマンド

コマンドのマニュアル
ページ 説明

auths(1) ユーザーに対する承認を表示します。

getent(1M) user_attr、prof_attr、および exec_attrデータベースの内容を表示するた
めのインタフェース。

nscd(1M) ネームサービスキャッシュデーモン。user_attr、 prof_attr、およ
びexec_attrデータベースをキャッシュするときに使用します。svcadmコマ
ンドを使用してデーモンを再起動します。

pam_roles(5) PAM用の役割アカウント管理モジュール。役割になる承認があるかを検査
します。

pfedit(1M) solaris.admin.edit/path-to-system-file承認が割り当てられている root以外
のユーザーによって、システムファイルを編集するために使用されます。

pfexec(1) プロファイルシェルによって使用されます。exec_attrデータベースに指定
されているセキュリティー属性を使用してコマンドを実行します。

policy.conf(4) システムのセキュリティーポリシーの構成ファイル。与えられている承
認、与えられている特権、およびその他のセキュリティー情報を一覧表示
します。

profiles(1) 指定したユーザーの権利プロファイルを表示します。ローカルシステムま
たは LDAPネットワーク上で権利プロファイルを作成または変更します。

roles(1) 指定したユーザーが引き受けられる役割を表示します。

roleadd(1M) 役割をローカルシステムまたは LDAPネットワークに追加します。

roleadd(1M) 役割をローカルシステムまたは LDAPネットワークに追加します。

rolemod(1M) ローカルシステムまたは LDAPネットワーク上で役割のプロパティーを変更
します。
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表 10–1 RBAC管理コマンド (続き)
コマンドのマニュアル
ページ 説明

userattr(1) ユーザーまたは役割アカウントに割り当てられている特定の権限の値を表
示します。

useradd(1M) ユーザーアカウントをシステムまたは LDAPネットワークに追加しま
す。ユーザーのアカウントに役割を割り当てるには、-Rオプションを使用
します。

userdel(1M) ユーザーのログインをシステムまたは LDAPネットワークから削除します。

usermod(1M) システム上のユーザーのアカウントプロパティーを変更します。

承認を必要とする特別なコマンド
次の表では、承認を使用してOracle Solarisシステムのコマンドオプションを制限す
る方法を示します。承認の詳細は、214ページの「承認」を参照してください。

表 10–2 コマンドおよび関連する承認

コマンドのマニュアル
ページ 承認の要件

at(1) solaris.jobs.userがすべてのオプションで必要です (at.allowファイルおよ
び at.denyファイルがない場合)

atq(1) solaris.jobs.adminがすべてのオプションで必要です

cdrw(1) solaris.device.cdrwがすべてのオプションで必要です。policy.confファイ
ルにデフォルトで与えられます

crontab(1) ジョブを送信するオプションの場合は、solaris.jobs.userが必要です
(crontab.allowおよび crontab.denyファイルがない場合)

ほかのユーザーの crontabファイルを一覧表示または変更する場合
は、solaris.jobs.adminが必要です

allocate(1) デバイスを割り当てる場合は、solaris.device.allocate (または、
device_allocateファイルに指定されている別承認)が必要です

ほかのユーザーにデバイスを割り当てる場合 (Fオプション)は、
solaris.device.revoke (または、 -device_allocateファイルに指定されてい
る別承認)が必要です
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表 10–2 コマンドおよび関連する承認 (続き)
コマンドのマニュアル
ページ 承認の要件

deallocate(1) ほかのユーザーのデバイスの割り当てを解除する場合は、
solaris.device.allocate (または、device_allocateファイルに指定されて
いる別承認)が必要です

指定したデバイス (-Fオプション)またはすべてのデバイス (-Iオプション)
の割り当てを強制的に解除する場合は、solaris.device.revoke (または、
device_allocateに指定されている別承認)が必要です

list_devices(1) ほかのユーザーのデバイスを一覧表示する場合 (Uオプション)
は、-solaris.device.revokeが必要です

roleadd(1M) 役割を作成するには、solaris.user.manageが必要です。最初のパスワード
を設定するには、solaris.account.activateが必要です。アカウントロック
やパスワードの有効期限などのパスワードポリシーを設定するに
は、solaris.account.setpolicyが必要です。

roledel(1M) パスワードを削除するには、solaris.passwd.assign承認が必要です。

rolemod(1M) パスワードを変更するには、solaris.passwd.assign承認が必要です。アカ
ウントロックやパスワードの有効期限などのパスワードポリシーを変更す
るには、solaris.account.setpolicyが必要です。

sendmail(1M) メールサブシステム機能にアクセスする場合は、solaris.mailが必
要。メールキューを表示する場合は、solaris.mail.mailqが必要です

useradd(1M) ユーザーを作成するには、solaris.user.manageが必要です。元のパス
ワードを設定するには、solaris.account.activateが必要です。アカウント
ロックやパスワードの有効期限などのパスワードポリシーを設定するに
は、solaris.account.setpolicyが必要です。

userdel(1M) パスワードを削除するには、solaris.passwd.assign承認が必要です。

usermod(1M) パスワードを変更するには、solaris.passwd.assign承認が必要です。アカ
ウントロックやパスワードの有効期限などのパスワードポリシーを変更す
るには、solaris.account.setpolicyが必要です。

特権
プロセスを制限する特権は、カーネル内に実装され、コマンド、ユーザー、役
割、またはシステムレベルでプロセスを制限できます。

特権を扱うための管理コマンド
次の表では、特権を扱うために使用可能なコマンドを一覧表示します。

特権
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表 10–3 特権を扱うためのコマンド

目的 コマンド マニュアルページ

プロセスの特権を検査します ppriv -v pid ppriv(1)

プロセスの特権を設定します ppriv -s spec

システム上の特権を一覧表示します ppriv -l

特権とその説明を一覧表示します ppriv -lv priv

拡張特権ポリシーをUID、プロセ
ス、またはポートに追加します。

ppriv -r rule ポリシーを削除す
るには、-Xを使用
しま
す。privileges(5)

UID、プロセス、またはポートに関す
る拡張特権ポリシーを一覧表示しま
す。

ppriv -lv extended-policy ppriv(1)

特権の障害をデバッグします ppriv -eD failed-operation

特権を新しいユーザーに割り当てます useradd useradd(1M)

特権を既存のユーザーに追加します usermod usermod(1M)

特権を権利プロファイルに割り当てま
す

profiles profiles(1)

特権を新しい役割に割り当てます roleadd roleadd(1M)

特権を既存の役割に追加します rolemod rolemod(1M)

デバイスポリシーを表示します getdevpolicy getdevpolicy(1M)

デバイスポリシーを設定します devfsadm devfsadm(1M)

オープンデバイスでのデバイスポリ
シーを更新します

update_drv -p policy driver update_drv(1M)

デバイスポリシーをデバイスに追加し
ます

add_drv -p policy driver add_drv(1M)

特権情報が含まれるファイル
次のファイルには、特権に関する情報が含まれています。

特権
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表 10–4 特権情報が含まれるファイル

ファイルおよびマニュアルページ 特権情報 説明

/etc/security/policy.conf

policy.conf(4)

PRIV_DEFAULT システムに対する特権の継承可能な
セット

PRIV_LIMIT システムに対する特権の制限セット

syslog.conf

syslog.conf(4)

デバッグメッセージ用のシステムログ
ファイル

priv.debugエントリで設定されるパス

特権デバッグログ

特権と監査
特権の使用は監査することができます。プロセスで特権が使用される場合は常
に、upriv監査トークン内の監査トレールに特権の使用が記録されます。特権の名前
がレコードに含まれる場合、テキスト形式が使用されます。次の監査イベントによ
り、特権の使用が記録されます。

■ AUE_SETPPRIV監査イベント –特権セットが変更されたときに監査記録を生成しま
す。AUE_SETPPRIV監査イベントは pmクラスにあります。

■ AUE_MODALLOCPRIV監査イベント –カーネル外から特権が追加されたときに監査記
録を生成します。AUE_MODALLOCPRIV監査イベントは adクラスにあります。

■ AUE_MODDEVPLCY監査イベント –デバイスポリシーが変更されたときに監査記録を
生成します。AUE_MODDEVPLCY監査イベントは adクラスにあります。

■ AUE_PFEXEC監査イベント –この監査イベントは、pfexec()が有効になっている
execve()に対して呼び出しが行われたときに監査記録を生成します。AUE_PFEXEC

監査イベントは、as、ex、ps、および ua監査クラスにあります。特権の名前
は、監査レコードに含まれます。

基本セットに含まれる特権が正常に使用される場合は、監査されませ
ん。ユーザーの基本セットから削除された基本特権の使用を試みる場合、監査され
ます。

特権エスカレーションの防止
カーネルは特権エスカレーションを防ぎます。特権エスカレーションとは、特権に
よってプロセスがその範囲を越えたことを行えるようになることです。プロセスが
特権の範囲を超えることを防ぐために、無防備なシステム変更を行うには特権の完
全セットが必要です。たとえば、root (UID=0)が所有するファイルまたはプロセス
は、特権の完全セットを備えたプロセスによってのみ変更できます。rootアカウン

特権
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トは、特権がなくても rootが所有するファイルを変更することができます。しか
し、rootユーザー以外は、rootが所有するファイルを変更するにはすべての特権が
必要です。

同様に、デバイスへのアクセスを提供する操作には、有効なセットのすべての特権
が必要です。

file_chown_selfおよび proc_ownerは、特権エスカレーションが生じやすい特権で
す。file_chown_selfは、プロセスがそのファイルを渡せるようにする特権で
す。proc_ownerは、プロセス自身が所有しないプロセスを調査できるようにする特
権です。

file_chown_self特権は、rstchownシステム変数によって制限されます。rstchown変
数が 0に設定されると、file_chown_self特権は、システムおよび全ユーザーの初期
の継承可能セットから削除されます。rstchownシステム変数の詳細は、chown(1)のマ
ニュアルページを参照してください。

file_chown_self特権のコマンドへの割り当て、プロファイルへの配置、およびプロ
ファイルシェルで使用するための役割への割り当てはもっとも安全に行います。

proc_owner特権は、プロセスUIDを 0にするには十分ではありません。任意のUID
のプロセスを UID=0にするには、すべての特権が必要です。proc_owner特権はシステ
ム上のすべてのファイルに無制限の読み取りアクセス権を与えるので、この特権の
コマンドへの割り当て、プロファイルへの配置、およびプロファイルシェルで使用
するための役割への割り当てはもっとも安全に行います。

注意 – file_chown_self特権または proc_owner特権がユーザーの初期の継承可能
セットに含まれるようにユーザーのアカウントを変更することができます。これら
の強力な特権を任意のユーザー、役割、またはシステムに対する特権の継承可能
セットに配置するには、セキュリティー上の相応の理由がなければなりません。

デバイスに対する特権エスカレーションを防ぐ方法の詳細については、159ページ
の「特権とデバイス」を参照してください。

レガシーアプリケーションと特権モデル
レガシーアプリケーションに対応するために、特権の実装はスーパーユーザーモデ
ルと特権モデルで動作します。カーネルは、プログラムが特権で動作するように設
計されていること示す PRIV_AWAREフラグを自動的に追跡します。特権を認識しない
子プロセスについて検討してください。親プロセスから継承された特権はどれ
も、子の許可されたセットおよび有効なセットで使用可能です。子プロセスでUID
が 0に設定されていると、子プロセスが完全なスーパーユーザー機能を持たない場
合があります。プロセスの有効なセットおよび許可されたセットは、子の制限
セットの特権に限定されます。このように、特権を認識するプロセスの制限セット
によって、特権を認識しない子プロセス root特権が制限されます。

特権
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暗号化サービス
このセクションでは、Oracle Solarisが提供する集中型の暗号化および公開鍵技術
の機能について説明します。

■ 第 11章「暗号化フレームワーク (概要)」
■ 第 12章「暗号化フレームワーク (タスク)」
■ 第 13章「鍵管理フレームワーク」
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暗号化フレームワーク (概要)

この章では、Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能について説明します。この章
の内容は次のとおりです。

■ 227ページの「暗号化フレームワークの紹介」
■ 229ページの「暗号化フレームワークの用語」
■ 231ページの「暗号化フレームワークの適用範囲」
■ 233ページの「暗号化サービスとゾーン」
■ 234ページの「暗号化フレームワークおよび FIPS-140」
■ 234ページの「このリリースでの暗号化フレームワークおよび SPARC Tシリーズ
サーバー」

暗号化フレームワークを管理および使用するには、第 12章「暗号化フレームワーク
(タスク)」を参照してください。

暗号化フレームワークの紹介
暗号化フレームワークは、暗号化要求を処理するアルゴリズムと PKCS #11ライブラ
リの共通の格納場所を提供します。PKCS #11ライブラリは、RSA Security Inc. PKCS
#11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki)に従って実装されます。

11第 1 1 章
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暗号化フレームワークは、現在、Kerberosおよび IPsecに対する暗号化要求をカーネ
ルレベルで処理します。ユーザーレベルコンシューマは、libsaslや IKEなどで
す。カーネルの SSL (kssl)プロキシでは、暗号化フレームワークを使用します。詳細
は、『Oracle Solaris 11.1でのネットワークのセキュリティー保護』の「SSLカーネル
プロキシはWebサーバー通信を暗号化する」および ksslcfg(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

図 11–1 暗号化フレームワークのレベル

暗号化フレームワークの紹介
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米国の輸出法では、公開された暗号化インタフェースの使用はライセンス供与が義
務付けられています。暗号化フレームワークは、カーネル暗号化プロバイダおよび
PKCS #11暗号化プロバイダの署名を義務付けることにより、この現行法を満たして
います。詳細については、233ページの「サードパーティーのソフトウェアのための
バイナリ署名」を参照してください。

このフレームワークにより、暗号化サービスのプロバイダは、そのサービスが
Oracle Solarisの多数のコンシューマに使用されるようにすることができます。プロバ
イダはプラグインとも言います。暗号化フレームワークでは、3種類のプラグインが
使用可能です。

■ ユーザーレベルプラグイン – pkcs11_softtoken.so.1など、PKCS #11ライブラリを
使用することによってサービスを提供する共有オブジェクト。

■ カーネルレベルプラグイン – AESなど、ソフトウェアの暗号化アルゴリズムの実
装を提供するカーネルモジュール。

暗号化フレームワークのアルゴリズムの多くは、SSE2命令セットを備えた x86お
よび SPARCハードウェア用に最適化されます。

■ ハードウェアプラグイン –デバイスドライバおよび関連するハードウェアアクセ
ラレータ。たとえば、Niagaraチップ、ncpおよび n2cpデバイスドライバで
す。ハードウェアアクセラレータにより、オペレーティングシステムの高価な暗
号化機能が肩代わりされます。Sun Crypto Accelerator 6000ボードは一例です。

このフレームワークは、ユーザーレベルプロバイダ用に標準インタフェースとして
PKCS #11 v2.20 Amendment 3ライブラリを実装しています。このライブラリ
は、サードパーティーのアプリケーションがプロバイダに到達するために使用でき
ます。サードパーティーは、署名付きライブラリ、署名付きカーネルアルゴリズム
モジュール、および署名付きデバイスドライバを暗号化フレームワークに追加する
こともできます。これらのプラグインは、pkgaddユーティリティーによってサード
パーティーのソフトウェアがインストールされると追加されます。このフレーム
ワークの主なコンポーネントの一覧図については、『Oracle Solaris 11セキュリ
ティーサービス開発ガイド』の第 8章「Oracle Solaris暗号化フレームワークの紹
介」を参照してください。

暗号化フレームワークの用語
次の定義と例のリストは、暗号化フレームワークでの作業時に役立ちます。

■ アルゴリズム –暗号化のアルゴリズム。入力を暗号化またはハッシュする、確立
した再帰的な計算手順です。暗号化アルゴリズムには対称と非対称がありま
す。対称アルゴリズムでは、暗号化と復号化に同じ鍵が使用されます。非対称ア
ルゴリズムは、公開鍵暗号化で使用され、2つの鍵を必要とします。ハッシング
もアルゴリズムです。

暗号化フレームワークの用語
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アルゴリズムの例として、次のものがあります。

■ AESやARCFOURなどの対称アルゴリズム
■ Diffie-HellmanやRSAなどの非対称アルゴリズム
■ MD5などのハッシング機能

■ コンシューマ –プロバイダから提供される暗号化サービスのユーザーです。コン
シューマになりえるものとして、アプリケーション、エンドユーザー、カーネル
処理などが挙げられます。

コンシューマの例として、次のものがあります。

■ IKEなどのアプリケーション
■ encryptコマンドを実行する通常のユーザーなどのエンドユーザー
■ IPsecなどのカーネル操作

■ キーストア –暗号化フレームワークでは、トークンオブジェクトのための持続的
なストレージであり、多くの場合はトークンと同じ意味で使用されます。予約さ
れたキーストアについては、この定義のリストにあるメタスロットを参照してく
ださい。

■ メカニズム –特定の目的でアルゴリズムのモードを応用したものです。
たとえば、認証に適用されるDESメカニズム (CKM_DES_MACなど)は、暗号化
に適用されるメカニズム (CKM_DES_CBC_PAD)とは別です。

■ メタスロット –フレームワークに読み込まれているほかのスロットの機能を統合
した単一のスロットです。メタスロットは、フレームワークを通じて利用可能な
プロバイダのすべての機能を取り扱う際の作業を軽減します。メタスロットを使
用するアプリケーションから処理要求を受けると、実際のスロットのうちどのス
ロットがその処理を行うべきかをメタスロットが判断します。メタスロットの機
能は構成可能ですが、構成が必須ではありません。メタスロットはデフォルトで
は有効になっています。メタスロットの構成方法については、cryptoadm(1M)の
マニュアルページを参照してください。

メタスロットには、独自のキーストアはありません。代わりに、メタスロット
は、暗号化フレームワーク内の実際のスロットのいずれかからキーストアの使用
を予約します。デフォルトでは、メタスロットは Sun Crypto Softtokenキースト
アを予約します。メタスロットによって使用されているキーストアは、使用可能
なスロットの 1つとしては示されません。
ユーザーは、環境変数 ${METASLOT_OBJECTSTORE_SLOT}および
${METASLOT_OBJECTSTORE_TOKEN}を設定するか、または cryptoadmコマンドを実行
することによって、メタスロットのための代わりのキーストアを指定できま
す。詳細は、libpkcs11(3LIB)、pkcs11_softtoken(5)、cryptoadm(1M)の各マニュア
ルページを参照してください。

■ モード –暗号化アルゴリズムのバージョンです。たとえば、CBC (Cipher Block
Chaining)は、ECB (Electronic Code Book)とは別のモードです。AESアルゴリズム
には、CKM_AES_ECBとCKM_AES_CBCの 2つのモードがあります。
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■ ポリシー –どのメカニズムを使用できるようにするかについての管理者による選
択です。デフォルトでは、すべてのプロバイダとすべてのメカニズムが使用可能
です。メカニズムを無効にすることは、ポリシーの適用です。無効になっていた
メカニズムを有効にすることも、ポリシーの適用です。

■ プロバイダ –コンシューマが使用する暗号化サービスです。プロバイダは、フ
レームワークに組み込まれる（プラグインする）ので、プラグインとも呼ばれま
す。

プロバイダの例として、次のものがあります。
■ pkcs11_softtoken.soなどの PKCS #11ライブラリ
■ aesや arcfourなどの暗号化アルゴリズムのモジュール
■ Sun Crypto Accelerator 6000の mcaドライバなど、デバイスドライバおよび関連
するハードウェアアクセラレータ

■ スロット – 1つまたは複数の暗号化デバイスとのインタフェースです。各ス
ロットは物理的なリーダー (読み取り器)またはその他のデバイスインタフェース
に相当し、スロットにはトークンが 1つ搭載されていることがあります。トーク
ンは、フレームワーク内の暗号化デバイスを論理的に表示します。

■ トークン –スロット内で、トークンはフレームワーク内の暗号化デバイスの論理
表示を提供します。

暗号化フレームワークの適用範囲
暗号化フレームワークには、管理者、ユーザー、およびプロバイダを提供する開発
者向けのコマンドが用意されています。

■ 管理コマンド – cryptoadmコマンドは、使用可能なプロバイダとその機能を一覧表
示する listサブコマンドを提供します。通常のユーザーは、cryptoadm listコマ
ンドおよび cryptoadm --helpコマンドを実行できます。

それ以外の cryptoadmサブコマンドでは、Crypto Management権利プロファイルを
含む役割になるか、スーパーユーザーになる必要がありま
す。disable、install、および uninstallなどのサブコマンドを使用して、暗号
化フレームワークを管理できます。詳細は、cryptoadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

svcadmコマンドを使用して、kcfdデーモンの管理やカーネルの暗号化ポリシーの
リフレッシュを行うことができます。詳細は、svcadm(1M)のマニュアルページを
参照してください。

■ ユーザーレベルコマンド –digestコマンドおよび macコマンドによって、ファイ
ル整合性サービスが提供されます。encryptおよび decryptコマンドは、ファイル
が傍受されるのを防ぎます。これらのコマンドを使用する場合は、235ページ
の「暗号化フレームワークによるファイルの保護 (タスクマップ)」を参照してく
ださい。
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暗号化フレームワークの管理コマンド
cryptoadmコマンドは、動作中の暗号化フレームワークを管理します。このコマンド
は、Crypto Management権利プロファイルの一部です。このプロファイルは、暗号化
フレームワークのセキュアな管理のための役割に割り当てることができま
す。cryptoadmコマンドは、次の内容を管理します。

■ 暗号化プロバイダ情報の表示
■ プロバイダメカニズムの無効化または有効化
■ メタスロットの無効化または有効化

svcadmコマンドは、暗号化サービスデーモン kcfdを有効化、リフレッシュ、および
無効化するために使用されます。このコマンドは、Oracle Solarisのサービス管理機能
(SMF)の機能の一部です。svc:/system/cryptosvcsは、暗号化フレームワークの
サービスインスタンスです。詳細は、smf(5)および svcadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

暗号化フレームワークのユーザーレベルコマンド
暗号化フレームワークは、ファイルの整合性の確認、ファイルの暗号化、および
ファイルの復号化を行うユーザーレベルコマンドを提供します。独立したコマンド
elfsignによって、フレームワークでの使用のためにプロバイダがバイナリに署名す
ることができます。

■ digestコマンド – 1つまたは複数のファイルまたは標準入力のメッセージダイ
ジェストを計算します。ダイジェストは、ファイルの整合性を検証するのに便利
です。SHA1およびMD5は、ダイジェスト機能の例です。

■ macコマンド – 1つまたは複数のファイルまたは標準入力のメッセージ認証コード
(MAC)を計算します。MACは、データを認証されたメッセージに関連付けま
す。MACによって、受信者は、メッセージの送信者、およびメッセージが改ざ
んされていないことを検証できるようになります。sha1_macメカニズムおよび
md5_hmacメカニズムがMACを計算します。

■ encryptコマンド –対称暗号でファイルまたは stdinを暗号化します。encrypt -l

コマンドは、使用可能なアルゴリズムを一覧表示します。ユーザーレベルライブ
ラリで一覧表示されるメカニズムは、encryptコマンドで使用可能です。暗号化
フレームワークでは、ユーザーの暗号化のためにAES、DES、3DES
(Triple-DES)、およびARCFOURメカニズムが用意されています。

■ decryptコマンド – encryptコマンドで暗号化されたファイルまたは stdinを復号化
します。decryptコマンドは、元のファイルの暗号化に使用されたのと同一の鍵
とメカニズムを使用します。

暗号化フレームワークの適用範囲
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サードパーティーのソフトウェアのためのバイナリ署名
elfsignコマンドは、暗号化フレームワークでの使用のためにプロバイダに署名する
手段を提供します。一般に、このコマンドはプロバイダの開発者によって実行され
ます。

elfsignコマンドには、証明書のリクエスト、バイナリへの署名、およびバイナリ上
の署名の検証を行うためのサブコマンドがあります。署名されていないバイナリ
は、暗号化フレームワークで使用できません。検証可能な署名付きのバイナリを
持っているプロバイダは、そのフレームワークを使用できます。

暗号化フレームワークのプラグイン
サードパーティーは、暗号化フレームワークに自身のプロバイダを接続できま
す。サードパーティーのプロバイダとは、次のオブジェクトのいずれかです。

■ PKCS #11共有ライブラリ
■ 暗号化アルゴリズム、MAC機能、ダイジェスト機能など、ロード可能なカーネ
ルソフトウェアモジュール

■ ハードウェアアクセラレータ用のカーネルデバイスドライバ

プロバイダのオブジェクトは、Oracleからの証明書を使用して署名されている必要
があります。証明書要求は、サードパーティーが選択する非公開鍵とOracleが提供
する証明書に基づきます。証明書要求はOracleに送信され、サードパーティーが登
録されたあと、証明書が発行されます。次にサードパーティーはOracleからの証明
書を使用してそのプロバイダオブジェクトに署名します。

ロード可能なカーネルソフトウェアモジュールおよびハードウェアアクセラレータ
用のカーネルデバイスドライバも、カーネルに登録する必要があります。登録
は、暗号化フレームワークの SPI (サービスプロバイダインタフェース)経由で行いま
す。

暗号化サービスとゾーン
大域ゾーンと各非大域ゾーンには、それぞれの /system/cryptosvcサービスが用意さ
れています。大域ゾーンで暗号化サービスが有効になったりリフレッシュされたり
すると、大域ゾーンで kcfdデーモンが起動され、大域ゾーンに対するユーザーレベ
ルポリシーが設定され、システムに対するカーネルポリシーが設定されます。非大
域ゾーンでサービスが有効になったりリフレッシュされたりすると、その非大域
ゾーンで kcfdデーモンが起動され、そのゾーンに対するユーザーレベルポリシーが
設定されます。カーネルポリシーは、大域ゾーンによって設定されています。

ゾーンの詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10
ゾーン、およびリソース管理』のパート II「Oracle Solarisゾーン」を参照してくださ
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い。SMFを使用して永続的なアプリケーションを管理する方法の詳細は、『Oracle
Solaris 11.1でのサービスと障害の管理』の第 1章「サービスの管理 (概要)」および
smf(5)のマニュアルページを参照してください。

暗号化フレームワークおよび FIPS-140
FIPS-140は、暗号化モジュールのための米国政府のコンピュータセキュリティー標
準です。FIPS-140 (FIPS)モードで暗号化フレームワークを使用するには、254ページ
の「FIPS-140モードで暗号化フレームワークを使用する方法」を参照してくださ
い。

注 –このモードが存在しても、それが FIPS-140に準拠した環境で動作していることを
示すわけではありません。この実装を準拠させるには、NISTセキュリティーポリ
シーに従う必要があります。このポリシーについては、Validated FIPS 140-1 and FIPS
140-2 Cryptographic Modules (http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/
140-1/140val-all.htm) Webサイト上のOracle用の暗号化フレームワークエントリに
ある「Security Policy」リンクをクリックしてください。

このリリースでの暗号化フレームワークおよび SPARC T
シリーズサーバー

暗号化フレームワークは、SPARC Tシリーズシステムに暗号化メカニズムを提供
し、これらのサーバーのために一部のメカニズムを最適化します。保存された
データと移動中のデータのために、AES-CBC、AES-CFB128、ARCFOURの 3つの暗号化メ
カニズムが最適化されます。OpenSSLのためにいくつかの暗号化メカニズムが最適
化されます: DES、および任意精度演算 (bignum)を最適化することによって、RSAと
DSA。その他の最適化には、ハンドシェークや移動中のデータのための小さなパ
ケットのパフォーマンスが含まれます。

このリリースでは、次の暗号化メカニズムが使用できます。

■ AES-XTS –保存されたデータに使用
■ SHA-224 – SHA2メカニズム
■ AES-XCBC-MAC – IPsecに使用

暗号化フレームワークおよび FIPS-140
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暗号化フレームワーク (タスク)

この章では、暗号化フレームワークの使用方法について説明します。この章の内容
は次のとおりです。

■ 235ページの「暗号化フレームワークによるファイルの保護 (タスク)」
■ 247ページの「暗号化フレームワークの管理 (タスク)」

暗号化フレームワークによるファイルの保護 (タスク)
このセクションでは、対称鍵を生成する方法、ファイルの整合性のためにチェック
サムを作成する方法、およびファイルが傍受されるのを防ぐ方法について説明しま
す。このセクションのコマンドは、通常のユーザーが実行することができます。開
発者は、これらのコマンドを使用するスクリプトを作成することができます。

暗号化フレームワークによるファイルの保護 (タ
スクマップ)
暗号化フレームワークは、ファイルの保護に役立ちます。次のタスクマップで
は、使用可能なアルゴリズムを一覧表示する手順、および暗号化によってファイル
を保護する手順を示します。

タスク 説明 参照先

対称鍵を生成する。 ユーザーが指定した長さの鍵を生成します。任
意で、ファイル、PKCS #11キーストア、または
NSSキーストアに鍵を格納します。

236ページの「pktoolコマンドを使用
して対称鍵を生成する方法」

ファイルの整合性を保証す
るチェックサムを提供しま
す。

受信者のファイルのコピーが送信されたファイ
ルと同一のものであることを検証します。

240ページの「ファイルのダイジェス
トを計算する方法」
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タスク 説明 参照先

メッセージ認証コード
(MAC)でファイルを保護し
ます。

自分がメッセージの送信者であることを受信者
に証明します。

241ページの「ファイルのMACを計算
する方法」

ファイルを暗号化したあ
と、暗号化されたファイル
を復号化します。

ファイルを暗号化することによりファイルの内
容を保護します。ファイルを復号化するための
暗号化パラメータを指定します。

244ページの「ファイルを暗号化およ
び復号化する方法」

▼ pktoolコマンドを使用して対称鍵を生成する方法
アプリケーションによっては、通信の暗号化および復号化に対称鍵が必要です。こ
の手順では、対称鍵を作成して格納します。

乱数発生関数がある場合、この関数を使用して鍵の乱数を作成できます。この手順
は乱数発生関数を使用しません。

(省略可能)キーストアを使用する場合は、作成します。

■ PKCS #11キーストアを作成して初期化する方法については、273ページ
の「pktool setpinコマンドを使用してパスフレーズを生成する方法」を参照して
ください。

■ NSSデータベースを作成して初期化する場合は、例 13–5を参照してください。

対称鍵として使用する乱数を生成します。

次のいずれかを実行します。

■ 鍵を生成してファイルに格納します。

鍵をファイルに格納する利点は、このファイルから鍵を抽出し
て、/etc/inet/secret/ipseckeysファイルや IPsecなど、アプリケーションの鍵
ファイルで使用できることです。使用法の文は引数を示しています。
% pktool genkey keystore=file

...genkey keystore=file

outkey=key-fn

[ keytype=aes|arcfour|des|3des|generic ]

[ keylen=key-size (AES, ARCFOUR or GENERIC only)]

[ print=y|n ]

outkey=key-fn
鍵が格納されているファイル名です。

keytype=specific-symmetric-algorithm
任意の長さの対称鍵の場合、値は genericになります。特定のアルゴリズムと
して、aes、arcfour、des、または 3desを指定します。

1

2
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keylen=size-in-bits
鍵のビット長です。8で割り切れる数にする必要があります。desまたは 3des

には指定しないでください。

print=n

鍵を端末ウィンドウに印刷します。デフォルトでは、printの値は nです。

■ 鍵を生成してPKCS #11キーストアに格納します。

PKCS #11キーストアの利点は、ラベルに基づいて鍵を取得できることです。この
方法は、ファイルを暗号化および復号化する鍵の場合に便利です。この方法を使
用するには、手順 1を完了する必要があります。使用法の文は引数を示していま
す。キーストア引数の前後の角括弧は、キーストア引数が指定されていないとき
は鍵が PKCS #11キーストア内に格納されることを示しています。
$ pktool genkey

...genkey [ keystore=pkcs11 ]

label=key-label

[ keytype=aes|arcfour|des|3des|generic ]

[ keylen=key-size (AES, ARCFOUR or GENERIC only)]

[ token=token[:manuf[:serial]]]

[ sensitive=y|n ]

[ extractable=y|n ]

[ print=y|n ]

label=key-label
鍵についてユーザーが指定したラベルです。ラベルに基づいてキーストアから
鍵を取得できます。

keytype=specific-symmetric-algorithm
任意の長さの対称鍵の場合、値は genericになります。特定のアルゴリズムと
して、aes、arcfour、des、または 3desを指定します。

keylen=size-in-bits
鍵のビット長です。8で割り切れる数にする必要があります。desまたは 3des

には指定しないでください。

token=token
トークン名です。デフォルトでは、トークンは Sun Software PKCS#11

softtokenです。

sensitive=n

鍵の重要度を指定します。値が yの場合、鍵は print=y引数を使用して印刷す
ることはできません。デフォルトでは、sensitiveの値は nです。

extractable=y

鍵がキーストアから抽出できることを指定します。鍵が抽出されないようにす
るには、nを指定します。

print=n

鍵を端末ウィンドウに印刷します。デフォルトでは、printの値は nです。
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■ 鍵を生成してNSSキーストアに格納します。

この方法を使用するには、手順 1を完了する必要があります。使用法の文は引数
を示しています。

$ pktool genkey keystore=nss

...genkey keystore=nss

label=key-label

[ keytype=aes|arcfour|des|3des|generic ]

[ keylen=key-size (AES, ARCFOUR or GENERIC only)]

[ token=token[:manuf[:serial]]]

[ dir=directory-path ]

[ prefix=DBprefix ]

label=key-label
鍵についてユーザーが指定したラベルです。ラベルに基づいてキーストアから
鍵を取得できます。

keytype=specific-symmetric-algorithm
任意の長さの対称鍵の場合、値は genericになります。特定のアルゴリズムと
して、aes、arcfour、des、または 3desを指定します。

keylen=size-in-bits
鍵のビット長です。8で割り切れる数にする必要があります。desまたは 3des

には指定しないでください。

token=token
トークン名です。デフォルトでは、トークンはNSS内部トークンです。

dir=directory
NSSデータベースへのディレクトリパスです。デフォルトでは、directoryは現
在のディレクトリです。

prefix=directory
NSSデータベースの接頭辞です。デフォルトは接頭辞なしです。

(省略可能)鍵が存在することを確認します。

鍵を格納した場所に応じて、次のコマンドのいずれかを使用します。

■ key-fnファイル内の鍵を確認します。
% pktool list keystore=file objtype=key [infile=key-fn]
Found n keys.

Key #1 - keytype:location (keylen)

■ PKCS #11またはNSSキーストア内の鍵を確認します。
$ pktool list objtype=key

Enter PIN for keystore:
Found n keys.

Key #1 - keytype:location (keylen)

3
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pktoolコマンドを使用して対称鍵を作成する

次の例では、ユーザーは最初に PKCS #11キーストアを作成し、次にアプリ
ケーション用の大きな対称鍵を生成します。最後に、ユーザーはその鍵がキースト
アに格納されていることを確認します。

# pktool setpin

Create new passphrase: Type easily-remembered-hard-to-detect-password
Re-enter new passphrase: Retype password
Passphrase changed.

% pktool genkey label=specialappkey keytype=generic keylen=1024

Enter PIN for Sun Software PKCS#11 softtoken : Type password

% pktool list objtype=key

Enter PIN for Sun Software PKCS#11 softtoken : Type password

Found 1 keys.

Key #1 - symmetric: specialappkey (1024 bits)

pktoolコマンドを使用してDES鍵を作成する

次の例では、DESアルゴリズムの秘密鍵を作成します。鍵は、あとで復号化するた
めにローカルファイルに格納されます。コマンドは、400のアクセス権でファイルを
保護します。鍵が作成されると、print=yオプションにより、生成された鍵が端末
ウィンドウに表示されます。

DESメカニズムでは、 64ビット鍵を使用します。鍵ファイルを所有する
ユーザーは、odコマンドを使用して鍵を取得します。

% pktool genkey keystore=file outkey=64bit.file1 keytype=des print=y

Key Value ="a3237b2c0a8ff9b3"
% od -x 64bit.file1

0000000 a323 7b2c 0a8f f9b3

IPsecセキュリティーアソシエーション用の対称鍵を作成する

次の例では、管理者は IPsec SA用の鍵データを手動で作成し、それらをファイルに格
納します。次に、管理者はそれらの鍵を /etc/inet/secret/ipseckeysファイルにコ
ピーし、元のファイルを破棄します。

■ 最初に、管理者は IPsecポリシーで要求される鍵を作成して表示します。

# pktool genkey keystore=file outkey=ipencrin1 keytype=generic keylen=192 print=y

Key Value ="294979e512cb8e79370dabecadc3fcbb849e78d2d6bd2049"
# pktool genkey keystore=file outkey=ipencrout1 keytype=generic keylen=192 print=y

Key Value ="9678f80e33406c86e3d1686e50406bd0434819c20d09d204"
# pktool genkey keystore=file outkey=ipspi1 keytype=generic keylen=32 print=y

Key Value ="acbeaa20"
# pktool genkey keystore=file outkey=ipspi2 keytype=generic keylen=32 print=y
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Key Value ="19174215"
# pktool genkey keystore=file outkey=ipsha21 keytype=generic keylen=256 print=y

Key Value ="659c20f2d6c3f9570bcee93e96d95e2263aca4eeb3369f72c5c786af4177fe9e"
# pktool genkey keystore=file outkey=ipsha22 keytype=generic keylen=256 print=y

Key Value ="b041975a0e1fce0503665c3966684d731fa3dbb12fcf87b0a837b2da5d82c810"
■ そのあと、管理者は次の /etc/inet/secret/ipseckeysファイルを作成します。

## SPI values require a leading 0x.

## Backslashes indicate command continuation.

##

## for outbound packets on this system

add esp spi 0xacbeaa20 \

src 192.168.1.1 dst 192.168.2.1 \

encr_alg aes auth_alg sha256 \

encrkey 294979e512cb8e79370dabecadc3fcbb849e78d2d6bd2049 \

authkey 659c20f2d6c3f9570bcee93e96d95e2263aca4eeb3369f72c5c786af4177fe9e

##

## for inbound packets

add esp spi 0x19174215 \

src 192.168.2.1 dst 192.168.1.1 \

encr_alg aes auth_alg sha256 \

encrkey 9678f80e33406c86e3d1686e50406bd0434819c20d09d204 \

authkey b041975a0e1fce0503665c3966684d731fa3dbb12fcf87b0a837b2da5d82c810

■ ipseckeysファイルの構文が有効であることを確認したあと、管理者は元の鍵
ファイルを破棄します。

# ipseckey -c /etc/inet/secret/ipseckeys

# rm ipencrin1 ipencrout1 ipspi1 ipspi2 ipsha21 ipsha22

■ 管理者は、sshコマンドや別のセキュアなメカニズムを使用して、ipseckeys

ファイルを通信先のシステムにコピーします。通信先のシステムでは、それらの
保護は取り消されます。ipseckeysファイルの最初のエントリによってインバウ
ンドパケットが保護され、2番目のエントリによってアウトバウンドパケットが
保護されます。通信先のシステムでは鍵は生成されません。

▼ ファイルのダイジェストを計算する方法
ファイルのダイジェストを作成すると、ダイジェストの出力を比較することに
よって、ファイルが改ざんされていないことを確認することができます。ダイ
ジェストによって元のファイルが変更されることはありません。

使用可能なダイジェストアルゴリズムを列挙します。
% digest -l

md5

sha1

sha224

sha256

sha384

sha512

1
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ファイルのダイジェストを計算し、ダイジェストの一覧を保存します。

digestコマンドでアルゴリズムを指定します。

% digest -v -a algorithm input-file > digest-listing

-v 次の形式で出力を表示します。

algorithm (input-file) = digest

-a algorithm ファイルのダイジェストの計算に使用するアルゴリズムです。手順 1
の出力のようにアルゴリズムを入力します。

input-file digestコマンドの入力ファイルです。

digest-listing digestコマンドの出力ファイルです。

MD5メカニズムでダイジェストを計算する

次の例では、digestコマンドにより、MD5メカニズムを使用して電子メールの添付
ファイルのダイジェストを計算します。

% digest -v -a md5 email.attach >> $HOME/digest.emails.05.07

% cat ~/digest.emails.05.07

md5 (email.attach) = 85c0a53d1a5cc71ea34d9ee7b1b28b01

-vオプションを使用しないと、ダイジェストは関連情報なしで保存されます。

% digest -a md5 email.attach >> $HOME/digest.emails.05.07

% cat ~/digest.emails.05.07

85c0a53d1a5cc71ea34d9ee7b1b28b01

SHA1メカニズムでダイジェストを計算する

次の例では、digestコマンドが SHA1メカニズムを使用してディレクトリ一覧を提
供します。結果はファイルに格納されます。

% digest -v -a sha1 docs/* > $HOME/digest.docs.legal.05.07

% more ~/digest.docs.legal.05.07

sha1 (docs/legal1) = 1df50e8ad219e34f0b911e097b7b588e31f9b435

sha1 (docs/legal2) = 68efa5a636291bde8f33e046eb33508c94842c38

sha1 (docs/legal3) = 085d991238d61bd0cfa2946c183be8e32cccf6c9

sha1 (docs/legal4) = f3085eae7e2c8d008816564fdf28027d10e1d983

▼ ファイルのMACを計算する方法
メッセージ認証コード (MAC)は、ファイルのダイジェストを計算し、秘密鍵を使用
してさらにダイジェストを保護します。MACによって元のファイルが変更されるこ
とはありません。

2
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使用可能なメカニズムを一覧表示します。
% mac -l

Algorithm Keysize: Min Max

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

des_mac 64 64

sha1_hmac 8 512

md5_hmac 8 512

sha224_hmac 8 512

sha256_hmac 8 512

sha384_hmac 8 1024

sha512_hmac 8 1024

該当する長さの対称鍵を生成します。

2つの選択肢があります。鍵が生成されるパスフレーズを指定することができま
す。または鍵を指定することができます。

■ パスフレーズを指定する場合、指定したパスフレーズを格納するか覚えておく必
要があります。パスフレーズをオンラインで格納する場合、そのパスフレーズ
ファイルは自分だけが読み取ることができるようにします。

■ 鍵を指定する場合、それはメカニズムの現在のサイズである必要がありま
す。pktoolコマンドを使用できます。手順およびいくつかの例については、
236ページの「pktoolコマンドを使用して対称鍵を生成する方法」を参照してく
ださい。

ファイルのMACを作成します。
macコマンドで、鍵を指定して対称鍵アルゴリズムを使用します。
% mac [-v] -a algorithm [-k keyfile | -K key-label [-T token]] input-file

-v 次の形式で出力を表示します。

algorithm (input-file) = mac

-a algorithm MACを計算するために使用するアルゴリズムです。mac -lコマンド
の出力のようにアルゴリズムを入力します。

-k keyfile アルゴリズムで指定された長さの鍵を含むファイルです。

-K key-label PKCS #11キーストア内の鍵のラベルです。

-T token トークン名です。デフォルトでは、トークンは Sun Software PKCS#11

softtokenです。-K key-labelオプションが使用された場合にのみ使用
されます。

input-file MACの入力ファイルです。

1

2
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DES_MACおよびパスフレーズでMACを計算する

次の例では、電子メールの添付ファイルを、DES_MACメカニズムとパスフレーズか
ら生成される鍵で認証します。MACの一覧はファイルに保存されます。パスフ
レーズをファイルに格納する場合、そのファイルはユーザー以外は読み取ることが
できないようにします。

% mac -v -a des_mac email.attach

Enter passphrase: <Type passphrase>
des_mac (email.attach) = dd27870a

% echo "des_mac (email.attach) = dd27870a" >> ~/desmac.daily.05.07

MD5_HMACおよび鍵ファイルでMACを計算する

次の例では、電子メールの添付ファイルを、MD5_HMACメカニズムと秘密鍵で認証
します。MACの一覧はファイルに保存されます。

% mac -v -a md5_hmac -k $HOME/keyf/05.07.mack64 email.attach

md5_hmac (email.attach) = 02df6eb6c123ff25d78877eb1d55710c

% echo "md5_hmac (email.attach) = 02df6eb6c123ff25d78877eb1d55710c" \

>> ~/mac.daily.05.07

SHA1_HMACおよび鍵ファイルでMACを計算する

次の例では、ディレクトリの一覧を、SHA1_HMACメカニズムと秘密鍵で認証しま
す。結果はファイルに格納されます。

% mac -v -a sha1_hmac \

-k $HOME/keyf/05.07.mack64 docs/* > $HOME/mac.docs.legal.05.07

% more ~/mac.docs.legal.05.07

sha1_hmac (docs/legal1) = 9b31536d3b3c0c6b25d653418db8e765e17fe07a

sha1_hmac (docs/legal2) = 865af61a3002f8a457462a428cdb1a88c1b51ff5

sha1_hmac (docs/legal3) = 076c944cb2528536c9aebd3b9fbe367e07b61dc7

sha1_hmac (docs/legal4) = 7aede27602ef6e4454748cbd3821e0152e45beb4

SHA1_HMACおよび鍵ラベルでMACを計算する

次の例では、ディレクトリの一覧を、SHA1_HMACメカニズムと秘密鍵で認証しま
す。結果は、ユーザーの PKCS #11キーストアに格納されます。ユーザーは、最初に
pktool setpinコマンドを使用してキーストアとそのキーストアのパスワードを作成
しました。

% mac -a sha1_hmac -K legaldocs0507 docs/*

Enter pin for Sun Software PKCS#11 softtoken: Type password

キーストアからMACを取り出すために、ユーザーは冗長オプションを使用し、鍵ラ
ベルと認証されたディレクトリの名前を指定します。
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% mac -v -a sha1_hmac -K legaldocs0507 docs/*

Enter pin for Sun Software PKCS#11 softtoken: Type password
sha1_hmac (docs/legal1) = 9b31536d3b3c0c6b25d653418db8e765e17fe07a

sha1_hmac (docs/legal2) = 865af61a3002f8a457462a428cdb1a88c1b51ff5

sha1_hmac (docs/legal3) = 076c944cb2528536c9aebd3b9fbe367e07b61dc7

sha1_hmac (docs/legal4) = 7aede27602ef6e4454748cbd3821e0152e45beb4

▼ ファイルを暗号化および復号化する方法
ファイルを暗号化しても、元のファイルが削除されたり変更されたりすることはあ
りません。出力ファイルが暗号化されます。

encryptコマンドの一般的なエラーを解決するには、例のあとのセクションを参照し
てください。

該当する長さの対称鍵を作成します。

2つの選択肢があります。鍵が生成されるパスフレーズを指定することができま
す。または鍵を指定することができます。

■ パスフレーズを指定する場合、指定したパスフレーズを格納するか覚えておく必
要があります。パスフレーズをオンラインで格納する場合、そのパスフレーズ
ファイルは自分だけが読み取ることができるようにします。

■ 鍵を指定する場合、それはメカニズムの現在のサイズである必要がありま
す。pktoolコマンドを使用できます。手順およびいくつかの例については、
236ページの「pktoolコマンドを使用して対称鍵を生成する方法」を参照してく
ださい。

ファイルを暗号化します。

encryptコマンドで、鍵を指定して対称鍵アルゴリズムを使用します。
% encrypt -a algorithm [-v] \

[-k keyfile | -K key-label [-T token]] [-i input-file] [-o output-file]

-a algorithm ファイルを暗号化するために使用するアルゴリズムです。encrypt -l

コマンドの出力のようにアルゴリズムを入力します。

-k keyfile アルゴリズムで指定された長さの鍵を含むファイルです。アルゴリ
ズムごとの鍵の長さが、ビット単位で encrypt -lコマンドの出力に
一覧表示されます。

-K key-label PKCS #11キーストア内の鍵のラベルです。

-T token トークン名です。デフォルトでは、トークンは Sun Software PKCS#11

softtokenです。-K key-labelオプションが使用された場合にのみ使用
されます。
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-i input-file 暗号化する入力ファイルです。このファイルは、コマンドによって
変更されることはありません。

-o output-file 入力ファイルと同じ暗号化形式の出力ファイルです。

ファイルを暗号化するためのAES鍵を作成する

次の例では、ユーザーは暗号化と復号化用にAES鍵を作成して、既存の PKCS #11
キーストアに格納します。ユーザーは、その鍵が存在し、使用できることを確認す
ることはできますが、その鍵自体を表示することはできません。

% pktool genkey label=MyAESkeynumber1 keytype=aes keylen=256

Enter PIN for Sun Software PKCS#11 softtoken : Type password

% pktool list objtype=key

Enter PIN for Sun Software PKCS#11 softtoken :<Type password>
Found 1 key

Key #1 - Sun Software PKCS#11 softtoken: MyAESkeynumber1 (256)

その鍵を使用してファイルを暗号化するには、ユーザーはそのラベルで鍵を取り出
します。

% encrypt -a aes -K MyAESkeynumber1 -i encryptthisfile -o encryptedthisfile

encryptedthisfileファイルを復号化するには、ユーザーはその鍵をラベルで取り出
します。

% decrypt -a aes -K MyAESkeynumber1 -i encryptedthisfile -o sameasencryptthisfile

AESおよびパスフレーズで暗号化および復号化する

次の例では、ファイルをAESアルゴリズムで暗号化します。鍵はパスフレーズから
生成されます。パスフレーズをファイルに格納する場合、そのファイルは
ユーザー以外は読み取ることができないようにします。

% encrypt -a aes -i ticket.to.ride -o ~/enc/e.ticket.to.ride

Enter passphrase: <Type passphrase>
Re-enter passphrase: Type passphrase again

入力ファイル ticket.to.rideは、元の形式で存在します。

出力ファイルを復号化する場合、ユーザーはファイルを暗号化したときと同じパス
フレーズと暗号化メカニズムを使用します。

% decrypt -a aes -i ~/enc/e.ticket.to.ride -o ~/d.ticket.to.ride

Enter passphrase: <Type passphrase>
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AESおよび鍵ファイルで暗号化および復号化する

次の例では、ファイルをAESアルゴリズムで暗号化します。AESメカニズムで
は、128ビット(16バイト)の鍵が使用されます。

% encrypt -a aes -k ~/keyf/05.07.aes16 \

-i ticket.to.ride -o ~/enc/e.ticket.to.ride

入力ファイル ticket.to.rideは、元の形式で存在します。

出力ファイルを復号化するとき、ユーザーはファイルを暗号化したときと同じ鍵と
暗号化メカニズムを使用します。

% decrypt -a aes -k ~/keyf/05.07.aes16 \

-i ~/enc/e.ticket.to.ride -o ~/d.ticket.to.ride

ARCFOURおよび鍵ファイルで暗号化および復号化する

次の例では、ファイルをARCFOURアルゴリズムで暗号化します。ARCFOURアルゴ
リズムでは、8ビット (1バイト)、64ビット (8バイト)、または 128ビット (16バイト)
の鍵が使用されます。

% encrypt -a arcfour -i personal.txt \

-k ~/keyf/05.07.rc4.8 -o ~/enc/e.personal.txt

出力ファイルを復号化するとき、ユーザーはファイルを暗号化したときと同じ鍵と
暗号化メカニズムを使用します。

% decrypt -a arcfour -i ~/enc/e.personal.txt \

-k ~/keyf/05.07.rc4.8 -o ~/personal.txt

3DESおよび鍵ファイルで暗号化および復号化する

次の例では、ファイルを 3DESアルゴリズムで暗号化します。3DESアルゴリズムで
は、192ビット(24バイト)の鍵が必要です。

% encrypt -a 3des -k ~/keyf/05.07.des24 \

-i ~/personal2.txt -o ~/enc/e.personal2.txt

出力ファイルを復号化するとき、ユーザーはファイルを暗号化したときと同じ鍵と
暗号化メカニズムを使用します。

% decrypt -a 3des -k ~/keyf/05.07.des24 \

-i ~/enc/e.personal2.txt -o ~/personal2.txt

次のメッセージは、encryptコマンドに指定した鍵が、使用しているアルゴリズムで
許可されないことを示しています。
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■ encrypt: unable to create key for crypto operation:

CKR_ATTRIBUTE_VALUE_INVALID

■ encrypt: failed to initialize crypto operation: CKR_KEY_SIZE_RANGE

アルゴリズムの条件を満たしていない鍵を渡した場合は、条件を満たす鍵を指定す
る必要があります。
■ 1つの方法として、パスフレーズを使用します。それによって、条件を満たす鍵
が暗号化フレームワークで指定されます。

■ 別の方法として、アルゴリズムで使用できる鍵サイズを渡します。たとえ
ば、DESアルゴリズムでは 64ビットの鍵が必要です。3DESアルゴリズムでは 192
ビットの鍵が必要です。

暗号化フレームワークの管理 (タスク)
このセクションでは、暗号化フレームワークでソフトウェアプロバイダとハード
ウェアプロバイダを管理する方法について説明します。必要に応じて、ソフト
ウェアプロバイダおよびハードウェアプロバイダの使用を解除することができま
す。たとえば、ソフトウェアプロバイダのアルゴリズムの実装を無効にすることが
できます。その後、別のソフトウェアプロバイダのアルゴリズムがシステムで使用
されるようにすることができます。

暗号化フレームワークの管理 (タスクマップ)
次のタスクマップは、暗号化フレームワークでのソフトウェアプロバイダとハード
ウェアプロバイダの管理の手順を示しています。

タスク 説明 参照先

暗号化フレームワークのプ
ロバイダを一覧表示しま
す。

暗号化フレームワークで使用可能なアルゴリ
ズム、ライブラリ、およびハードウェアデバ
イスを一覧表示します。

248ページの「使用可能なプロバイダを
一覧表示する方法」

FIPS-140モードを有効にし
ます。

暗号化モジュールのための米国政府の標準に
従って暗号化フレームワークを実行します。

254ページの「FIPS-140モードで暗号化
フレームワークを使用する方法」

ソフトウェアプロバイダを
追加します。

PKCS #11ライブラリまたはカーネルモ
ジュールを暗号化フレームワークに追加しま
す。プロバイダは署名されている必要があり
ます。

252ページの「ソフトウェアプロバイダ
を追加する方法」

ユーザーレベルのメカニズ
ムが使用されないようにし
ます.

ソフトウェアメカニズムの使用を解除しま
す。ソフトウェアメカニズムは、再度有効に
することができます。

256ページの「ユーザーレベルのメカニ
ズムが使用されないようにする方法」
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タスク 説明 参照先

カーネルモジュールのメカ
ニズムを一時的に無効にし
ます。

一時的にメカニズムの使用を解除します。通
常はテストのために使用します。

257ページの「カーネルソフトウェアプ
ロバイダが使用されないようにする方
法」

ライブラリをアンインス
トールします。

ユーザーレベルソフトウェアプロバイダの使
用を解除します。

例 12–21

カーネルプロバイダをアン
インストールします。

カーネルソフトウェアプロバイダの使用を解
除します。

例 12–23

使用可能なハードウェアプ
ロバイダを一覧表示しま
す。

接続されているハードウェア、そのハード
ウェアに提供されているメカニズム、および
使用可能になっているメカニズムを表示しま
す。

260ページの「ハードウェアプロバイダ
を一覧表示する方法」

ハードウェアプロバイダの
メカニズムを無効にしま
す。

ハードウェアアクセラレータ上の選択したメ
カニズムが使用されないようにします。

261ページの「ハードウェアプロバイダ
のメカニズムと機能を無効にする方法」

暗号化サービスを再起動ま
たはリフレッシュします。

暗号化サービスを使用できるようにします。 263ページの「すべての暗号化サービス
をリフレッシュまたは再起動する方法」

▼ 使用可能なプロバイダを一覧表示する方法
暗号化フレームワークは、数種類のコンシューマ用のアルゴリズムを提供します。

■ ユーザーレベルプロバイダは、 libpkcs11ライブラリにリンクされているアプリ
ケーションに PKCS #11暗号化インタフェースを提供します

■ カーネルソフトウェアプロバイダは、IPsec、Kerberos、およびその他のOracle
Solarisカーネルコンポーネント用のアルゴリズムを提供します

■ カーネルハードウェアプロバイダは、pkcs11_kernelライブラリに
よって、カーネルコンシューマおよびアプリケーションが使用可能なアルゴリズ
ムを提供します

簡潔な形式でプロバイダを一覧表示します。

注 –プロバイダリストの内容と書式は、Oracle Solarisのリリースやプラットフォーム
によって異なります。使用しているシステムでサポートされるプロバイダを表示す
るには、システムで cryptoadm listコマンドを実行します。

通常のユーザーは、ユーザーレベルのメカニズムのみを使用できます。

% cryptoadm list

User-level providers:

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so

1
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Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_tpm.so

Kernel software providers:

des

aes

arcfour

blowfish

ecc

sha1

sha2

md4

md5

rsa

swrand

n2rng/0

ncp/0

n2cp/0

暗号化フレームワークのプロバイダとそのメカニズムを一覧表示します。

すべてのメカニズムが次の出力のように一覧表示されます。ただし、一覧表示され
たメカニズムのいくつかは使用できない場合があります。管理者によって使用が許
可されているメカニズムのみを一覧表示する場合は、例 12–16を参照してくださ
い。

この出力は、表示用に切り詰められています。
% cryptoadm list -m

User-level providers:

=====================

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so

Mechanisms:

CKM_DSA

CKM_RSA_X_509

CKM_RSA_PKCS

...

CKM_SHA256_HMAC_GENERAL

CKM_SSL3_MD5_MAC

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so

Mechanisms:

CKM_DES_CBC

CKM_DES_CBC_PAD

CKM_DES_ECB

CKM_DES_KEY_GEN

CKM_DES_MAC_GENERAL

...

CKM_ECDSA_SHA1

CKM_ECDH1_DERIVE

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_tpm.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_tpm.so: no slots presented.

Kernel providers:

==========================
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des: CKM_DES_ECB,CKM_DES_CBC,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_CBC

aes: CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC,CKM_AES_CTR,CKM_AES_CCM,CKM_AES_GCM,CKM_AES_GMAC,

CKM_AES_CFB128,CKM_AES_XTS,CKM_AES_XCBC_MAC

arcfour: CKM_RC4

blowfish: CKM_BLOWFISH_ECB,CKM_BLOWFISH_CBC

ecc: CKM_EC_KEY_PAIR_GEN,CKM_ECDH1_DERIVE,CKM_ECDSA,CKM_ECDSA_SHA1

sha1: CKM_SHA_1,CKM_SHA_1_HMAC,CKM_SHA_1_HMAC_GENERAL

sha2: CKM_SHA224,CKM_SHA224_HMAC,...CKM_SHA512_256_HMAC_GENERAL

md4: CKM_MD4

md5: CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,CKM_MD5_HMAC_GENERAL

rsa: CKM_RSA_PKCS,CKM_RSA_X_509,CKM_MD5_RSA_PKCS,CKM_SHA1_RSA_PKCS,CKM_SHA224_RSA_PKCS,

CKM_SHA256_RSA_PKCS,CKM_SHA384_RSA_PKCS,CKM_SHA512_RSA_PKCS

swrand: No mechanisms presented.

n2rng/0: No mechanisms presented.

ncp/0: CKM_DSA,CKM_RSA_X_509,CKM_RSA_PKCS,CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN,

CKM_DH_PKCS_KEY_PAIR_GEN,CKM_DH_PKCS_DERIVE,CKM_EC_KEY_PAIR_GEN,

CKM_ECDH1_DERIVE,CKM_ECDSA

n2cp/0: CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB,CKM_DES3_CBC,...CKM_SSL3_SHA1_MAC

既存の暗号化メカニズムを検索する

次の例では、ユーザーレベルライブラリ pkcs11_softtokenが提供するすべてのメカ
ニズムを一覧表示します。

% cryptoadm list -m provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so

Mechanisms:

CKM_DES_CBC

CKM_DES_CBC_PAD

CKM_DES_ECB

CKM_DES_KEY_GEN

CKM_DES_MAC_GENERAL

CKM_DES_MAC

...

CKM_ECDSA

CKM_ECDSA_SHA1

CKM_ECDH1_DERIVE

使用可能な暗号化メカニズムを検索する

ポリシーによって、どのメカニズムが使用可能かが判断されます。ポリシーは、管
理者によって設定されます。管理者は、特定のプロバイダのメカニズムを無効にす
ることができます。-pオプションを指定すると、管理者が設定したポリシーに
よって許可されているメカニズムのリストが表示されます。

% cryptoadm list -p

User-level providers:

=====================

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so: all mechanisms are enabled.random is enabled.

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled, random is enabled.

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_tpm.so: all mechanisms are enabled.

Kernel providers:

==========================

des: all mechanisms are enabled.

例12–15
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aes: all mechanisms are enabled.

arcfour: all mechanisms are enabled.

blowfish: all mechanisms are enabled.

ecc: all mechanisms are enabled.

sha1: all mechanisms are enabled.

sha2: all mechanisms are enabled.

md4: all mechanisms are enabled.

md5: all mechanisms are enabled.

rsa: all mechanisms are enabled.

swrand: random is enabled.

n2rng/0: all mechanisms are enabled. random is enabled.

ncp/0: all mechanisms are enabled.

n2cp/0: all mechanisms are enabled.

暗号化メカニズムで実行される機能を確認する

メカニズムでは、署名や鍵の生成など、特定の暗号化機能を実行します。-v -mオプ
ションによって、すべてのメカニズムとその機能が表示されます。

この場合、管理者はどの機能に対して CKM_ECDSA*メカニズムが使用できるかを確認
します。

% cryptoadm list -vm

User-level providers:

=====================

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so

Number of slots: 3

Slot #2

Description: ncp/0 Crypto Accel Asym 1.0

...

CKM_ECDSA 163 571 X . . . X . X . . . . . . .

...

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so

...

CKM_ECDSA 112 571 . . . . X . X . . . . . . . .

CKM_ECDSA_SHA1 112 571 . . . . X . X . . . . . . . .

...

Kernel providers:

=================

...

ecc: CKM_EC_KEY_PAIR_GEN,CKM_ECDH1_DERIVE,CKM_ECDSA,CKM_ECDSA_SHA1

...

このリストは、これらのメカニズムが次のユーザーレベルプロバイダから使用可能
であることを示しています。

■ CKM_ECDSAおよび CKM_ECDSA_SHA1 – /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so

ライブラリ内のソフトウェア実装として

■ CKM_ECDSA – /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.soライブラリ内の ncp/0

Crypto Accel Asym 1.0 による高速化
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エントリの各項目は、メカニズムに関する情報を表しています。これらの ECCメカ
ニズムについて、一覧は次を示しています。

■ 最小の長さ – 112バイト
■ 最大の長さ – 571バイト
■ ハードウェア –ハードウェア上で使用できるかどうか。
■ 暗号化 –データの暗号化に使用されません。
■ 復号化 –データの復号化に使用されません。
■ ダイジェスト –メッセージダイジェストの作成に使用されません。
■ 署名 –データの署名に使用されます。
■ 署名 +回復 –データの署名に使用されません。そのデータはシグニチャーから回
復できます。

■ 検証 –署名付きデータの検証に使用されます。
■ 検証 +回復 –シグニチャーから回復できるデータの検証に使用されません。
■ 鍵の生成 –非公開鍵の生成に使用されません。
■ ペアの生成 –鍵ペアの生成に使用されません。
■ ラップ -ラップに使用されません。既存の鍵の暗号化。
■ ラップ解除 –ラップされた鍵のラップ解除に使用されません。
■ 派生 –ベース鍵からの新しい鍵の派生に使用されません。
■ EC機能 –前の項目には含まれていない存在しない EC機能

▼ ソフトウェアプロバイダを追加する方法
Crypto Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

システムで使用可能なソフトウェアプロバイダを一覧表示します。
% cryptoadm list

User-level providers:

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so

Provider: /usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_tpm.so: all mechanisms are enabled.

Kernel software providers:

des

aes

arcfour

blowfish

sha1

sha2

md4

始める前に
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md5

rsa

swrand

n2rng/0

ncp/0

n2cp/0

リポジトリからプロバイダを追加します。

既存のプロバイダソフトウェアにはOracleによって証明書が発行されています。

プロバイダをリフレッシュします。

ソフトウェアプロバイダを追加した場合や、ハードウェアおよびそのハードウェア
に指定されているポリシーを追加した場合は、プロバイダをリフレッシュする必要
があります。
# svcadm refresh svc:/system/cryptosvc

新しいプロバイダをリストに追加します。

この場合、新しいカーネルソフトウェアプロバイダがインストールされています。
# cryptoadm list

...

Kernel software providers:

des

aes

arcfour

blowfish

ecc

sha1

sha2

md4

md5

rsa

swrand

sha3 <-- added provider
...

ユーザーレベルソフトウェアプロバイダを追加する

次の例では、署名された PKCS #11ライブラリをインストールします。

# pkgadd -d /cdrom/cdrom0/SolarisNew

Answer the prompts
# svcadm refresh system/cryptosvc

# cryptoadm list

user-level providers:

==========================

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_tpm.so

/opt/lib/$ISA/libpkcs11.so.1 <-- added provider

2
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暗号化フレームワークによってライブラリをテストする開発者は、ライブラリを手
動でインストールできます。

# cryptoadm install provider=/opt/lib/\$ISA/libpkcs11.so.1

▼ FIPS-140モードで暗号化フレームワークを使用す
る方法
Oracle Solarisでは、デフォルトでは FIPS-140モードが無効になっています。この手順
では、FIPS-140モードのための新しいブート環境 (BE)を作成したあと FIPS-140を有
効にして、新しい BEにブートします。この方法を使用すると、FIPS-140準拠テスト
によって発生する可能性のあるシステムパニックから回復できます。詳細
は、cryptoadm(1M)のマニュアルページおよび 234ページの「暗号化フレームワーク
および FIPS-140」を参照してください。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

システムが FIPS-140モードにあるかどうかを判定します。
% cryptoadm list fips-140

User-level providers:

=====================

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken: FIPS-140 mode is disabled.

Kernel software providers:

==========================

des: FIPS-140 mode is disabled.

aes: FIPS-140 mode is disabled.

ecc: FIPS-140 mode is disabled.

sha1: FIPS-140 mode is disabled.

sha2: FIPS-140 mode is disabled.

rsa: FIPS-140 mode is disabled.

swrand: FIPS-140 mode is disabled.

Kernel hardware providers:

=========================:

FIPS-140バージョンの暗号化フレームワークのための新しいBEを作成します。

FIPS-140モードを有効にする前に、まず beadmコマンドを使用して新しい BEを作成
し、アクティブにしてから、ブートする必要があります。FIPS-140が有効になった
システムでは、失敗した場合はパニックを引き起こす可能性のある準拠テストを実

始める前に
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行します。そのため、FIPS-140の境界に関する問題をデバッグしている間、ブート
してシステムを稼働状態にすることのできる使用可能な BEを確保しておくことが重
要です。

a. 現在のBEに基づいてBEを作成します。

この例では、S11.1-FIPSという名前の BEを作成します。
# beadm create S11.1-FIPS-140

b. そのBEをアクティブにします。
# beadm activate S11.1-FIPS-140

c. システムをリブートします。

d. 新しいBEで FIPS-140モードを有効にします。
# cryptoadm enable fips-140

注 –このサブコマンドによって、ユーザーレベルの pkcs11_softtokenライブラリ
およびカーネルソフトウェアプロバイダの FIPS-140未承認アルゴリズムは無効に
なりません。このフレームワークのコンシューマは、FIPS-140承認アルゴリズム
のみを使用することに責任を負っています。

FIPS-140モードの影響の詳細は、cryptoadm(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

FIPS-140を有効にしないで実行する場合は、FIPS-140モードを無効にします。

元の BEにリブートするか、または現在の BEで FIPS-140を無効にすることができま
す。

■ 元のBEにブートします。
# beadm list

BE Active Mountpoint Space Policy Created

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

S11.1 - - 48.22G static 2012-10-10 10:10

S11.1-FIPS-140 NR / 287.01M static 2012-11-18 18:18

# beadm activate S11.1

# beadm list

BE Active Mountpoint Space Policy Created

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

S11.1 R - 48.22G static 2012-10-10 10:10

S11.1-FIPS-140 N / 287.01M static 2012-11-18 18:18

# reboot

■ 現在のBEで FIPS-140モードを無効にして、リブートします。
# cryptoadm disable fips-140
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FIPS-140モードは、システムがリブートされるまで動作を継続します。

# reboot

▼ ユーザーレベルのメカニズムが使用されないよう
にする方法
ライブラリプロバイダの暗号化メカニズムに使用すべきでないものが存在する場
合、選択したメカニズムを削除することができます。この手順では、一例とし
て、pkcs11_softtokenライブラリのDESメカニズムを使用します。

Crypto Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

特定のユーザーレベルソフトウェアプロバイダによって提供されるメカニズムを一
覧表示します。
% cryptoadm list -m provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so:

CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB,CKM_DES_KEY_GEN,

CKM_DES3_CBC,CKM_DES3_CBC_PAD,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_KEY_GEN,

CKM_AES_CBC,CKM_AES_CBC_PAD,CKM_AES_ECB,CKM_AES_KEY_GEN,

...

使用可能なメカニズムを一覧表示します。
$ cryptoadm list -p

user-level providers:

=====================

...

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled.

random is enabled.

...

使用すべきでないメカニズムを無効にします。
$ cryptoadm disable provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so \

> mechanism=CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB

使用可能なメカニズムを一覧表示します。
$ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled,

except CKM_DES_ECB,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_CBC. random is enabled.

ユーザーレベルソフトウェアプロバイダのメカニズムを有効にする

次の例では、無効になっているDESメカニズムを再び使用可能にします。

始める前に
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$ cryptoadm list -m provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so:

CKM_DES_CBC,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_ECB,CKM_DES_KEY_GEN,

CKM_DES3_CBC,CKM_DES3_CBC_PAD,CKM_DES3_ECB,CKM_DES3_KEY_GEN,

...

$ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled,

except CKM_DES_ECB,CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_CBC. random is enabled.

$ cryptoadm enable provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so \

> mechanism=CKM_DES_ECB

$ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled,

except CKM_DES_CBC_PAD,CKM_DES_CBC. random is enabled.

ユーザーレベルソフトウェアプロバイダのメカニズムをすべて有効に
する

次の例では、ユーザーレベルライブラリのメカニズムをすべて有効にします。

$ cryptoadm enable provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so all

$ cryptoadm list -p provider=/usr/lib/security/\$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so: all mechanisms are enabled.

random is enabled.

ユーザーレベルソフトウェアプロバイダの使用を永続的に削除する

次の例では、libpkcs11.so.1ライブラリを削除します。

$ cryptoadm uninstall provider=/opt/lib/\$ISA/libpkcs11.so.1

$ cryptoadm list

user-level providers:

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_kernel.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_softtoken.so

/usr/lib/security/$ISA/pkcs11_tpm.so

kernel providers:

...

▼ カーネルソフトウェアプロバイダが使用されない
ようにする方法
暗号化フレームワークがAESなどのプロバイダの複数のモードを提供する場合、遅
いメカニズムの使用を解除したり、破壊されたメカニズムを削除したりする場合が
あります。この手順では、一例として、AESアルゴリズムを使用します。

Crypto Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。
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特定のカーネルソフトウェアプロバイダによって提供されるメカニズムを一覧表示
します。
$ cryptoadm list -m provider=aes

aes: CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC,CKM_AES_CTR,CKM_AES_CCM,CKM_AES_GCM,CKM_AES_GMAC,

CKM_AES_CFB128,CKM_AES_XTS,CKM_AES_XCBC_MAC

使用可能なメカニズムを一覧表示します。
$ cryptoadm list -p provider=aes

aes: all mechanisms are enabled.

使用すべきでないメカニズムを無効にします。
$ cryptoadm disable provider=aes mechanism=CKM_AES_ECB

使用可能なメカニズムを一覧表示します。
$ cryptoadm list -p provider=aes

aes: all mechanisms are enabled, except CKM_AES_ECB.

カーネルソフトウェアプロバイダのメカニズムを有効にする

次の例では、無効になっているAESメカニズムを再び使用可能にします。

cryptoadm list -m provider=aes

aes: CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC,CKM_AES_CTR,CKM_AES_CCM,

CKM_AES_GCM,CKM_AES_GMAC,CKM_AES_CFB128,CKM_AES_XTS,CKM_AES_XCBC_MAC

$ cryptoadm list -p provider=aes

aes: all mechanisms are enabled, except CKM_AES_ECB.

$ cryptoadm enable provider=aes mechanism=CKM_AES_ECB

$ cryptoadm list -p provider=aes

aes: all mechanisms are enabled.

カーネルソフトウェアプロバイダの使用を一時的に削除する

次の例では、AESプロバイダの使用を一時的に削除します。unloadサブコマンド
は、プロバイダのアンインストール中にプロバイダが自動的に読み込まれないよう
にするために使用します。たとえば、unloadサブコマンドは、プロバイダに影響を
与えるパッチをインストールするときに使用します。

$ cryptoadm unload provider=aes

$ cryptoadm list

...

Kernel software providers:

des

aes (inactive)

arcfour

blowfish

ecc

sha1

sha2

md4

1
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md5

rsa

swrand

n2rng/0

ncp/0

n2cp/0

AESプロバイダは、暗号化フレームワークがリフレッシュされるまでは使用できま
せん。

$ svcadm refresh system/cryptosvc

$ cryptoadm list

...

Kernel software providers:

des

aes

arcfour

blowfish

ecc

sha1

sha2

md4

md5

rsa

swrand

n2rng/0

ncp/0

n2cp/0

カーネルコンシューマがカーネルソフトウェアプロバイダを使用している場合
は、ソフトウェアは読み込み解除されません。エラーメッセージが表示され、プロ
バイダを使用し続けることができます。

ソフトウェアプロバイダの使用を永続的に解除する

次の例では、AESプロバイダの使用を解除します。いったん削除すると、AESプロ
バイダはカーネルソフトウェアプロバイダのポリシー一覧に表示されません。

$ cryptoadm uninstall provider=aes

$ cryptoadm list

...

Kernel software providers:

des

arcfour

blowfish

ecc

sha1

sha2

md4

md5

rsa

swrand
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n2rng/0

ncp/0

n2cp/0

カーネルコンシューマがカーネルソフトウェアプロバイダを使用している場合
は、エラーメッセージが表示され、プロバイダを使用し続けることができます。

削除されたカーネルソフトウェアプロバイダを再インストールする
次の例では、AESカーネルソフトウェアプロバイダを再インストールします。

$ cryptoadm install provider=aes \

mechanism=CKM_AES_ECB,CKM_AES_CBC,CKM_AES_CTR,CKM_AES_CCM,

CKM_AES_GCM,CKM_AES_GMAC,CKM_AES_CFB128,CKM_AES_XTS,CKM_AES_XCBC_MAC

$ cryptoadm list

...

Kernel software providers:

des

aes

arcfour

blowfish

ecc

sha1

sha2

md4

md5

rsa

swrand

n2rng/0

ncp/0

n2cp/0

▼ ハードウェアプロバイダを一覧表示する方法
ハードウェアプロバイダは、自動的に配置され読み込まれます。詳細
は、driver.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

暗号化フレームワーク内での使用が想定されているハードウェアがある場合、その
ハードウェアはカーネルの SPIに登録されます。暗号化フレームワークでは、ハード
ウェアドライバが署名されていることが確認されます。特に、ドライバのオブ
ジェクトファイルが Sunが発行する証明書付きで署名されていることが確認されま
す。

たとえば、Sun Crypto Accelerator 6000ボード (mca)、UltraSPARC T1およびT2プロ
セッサの暗号化アクセラレータ用 ncpドライバ (ncp)、UltraSPARC T2プロセッサ用
n2cpドライバ (n2cp)は、ハードウェアのメカニズムをフレームワークに接続しま
す。

プロバイダの署名については、233ページの「サードパーティーのソフトウェアのた
めのバイナリ署名」を参照してください。
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システムで使用可能なハードウェアプロバイダを一覧表示します。
% cryptoadm list

...

kernel hardware providers:

ncp/0

チップまたはボードで提供されるメカニズムを一覧表示します。
% cryptoadm list -m provider=ncp/0

ncp/0:

CKM_DSA

CKM_RSA_X_509

...

CKM_ECDH1_DERIVE

CKM_ECDSA

チップまたはボードで使用可能なメカニズムを一覧表示します。
% cryptoadm list -p provider=ncp/0

ncp/0: all mechanisms are enabled.

▼ ハードウェアプロバイダのメカニズムと機能を無
効にする方法
ハードウェアプロバイダのメカニズムや乱数機能を選択して無効にすることができ
ます。それらを再び有効にする場合は、例 12–26を参照してください。この例の
ハードウェア Sun Crypto Accelerator 1000ボードは、乱数発生関数を提供します。

Crypto Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

無効にするメカニズムまたは機能を選択します。

ハードウェアプロバイダを一覧表示します。
# cryptoadm list

...

Kernel hardware providers:

dca/0

■ 選択したメカニズムを無効にします。
# cryptoadm list -m provider=dca/0

dca/0: CKM_RSA_PKCS, CKM_RSA_X_509, CKM_DSA, CKM_DES_CBC, CKM_DES3_CBC

random is enabled.

# cryptoadm disable provider=dca/0 mechanism=CKM_DES_CBC,CKM_DES3_CBC

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled except CKM_DES_CBC,CKM_DES3_CBC.

random is enabled.
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■ 乱数発生関数を無効にします。
# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled.

# cryptoadm disable provider=dca/0 random

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled. random is disabled.

■ すべてのメカニズムを無効にします。乱数発生関数は無効にしません。
# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled.

# cryptoadm disable provider=dca/0 mechanism=all

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are disabled. random is enabled.

■ ハードウェアのすべての機能とメカニズムを無効にします。
# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled.

# cryptoadm disable provider=dca/0 all

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are disabled. random is disabled.

ハードウェアプロバイダのメカニズムと機能を有効にする

次の例では、一部のハードウェアの無効になっているメカニズムを選択して有効に
します。

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled except CKM_DES_ECB,CKM_DES3_ECB

.

random is enabled.

# cryptoadm enable provider=dca/0 mechanism=CKM_DES3_ECB

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled except CKM_DES_ECB.

random is enabled.

次の例では、乱数発生関数のみを有効にします。

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,....

random is disabled.

# cryptoadm enable provider=dca/0 random

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,....

random is enabled.

次の例では、メカニズムのみを有効にします。乱数発生関数は無効にしておきま
す。

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_MD5,CKM_MD5_HMAC,....

random is disabled.
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# cryptoadm enable provider=dca/0 mechanism=all

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled. random is disabled.

次の例では、ボードのすべての機能とメカニズムを有効にします。

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled, except CKM_DES_ECB,CKM_DES3_ECB.

random is disabled.

# cryptoadm enable provider=dca/0 all

# cryptoadm list -p provider=dca/0

dca/0: all mechanisms are enabled. random is enabled.

▼ すべての暗号化サービスをリフレッシュまたは再
起動する方法
デフォルトでは、暗号化フレームワークは有効になっています。なんらかの理由で
kcfdデーモンが失敗した場合は、サービス管理機能 (SMF)を使用すると暗号化
サービスを再起動できます。詳細は、smf(5)および svcadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。暗号化サービスの再起動がゾーンに与える影響については、
233ページの「暗号化サービスとゾーン」を参照してください。

Crypto Management権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

暗号化サービスのステータスを確認します。
% svcs cryptosvc

STATE STIME FMRI

offline Dec_09 svc:/system/cryptosvc:default

暗号化サービスを有効にします。
# svcadm enable svc:/system/cryptosvc

暗号化サービスをリフレッシュする

次の例では、暗号化サービスを大域ゾーンでリフレッシュします。その結果、すべ
ての非大域ゾーンのカーネルレベルの暗号化ポリシーもリフレッシュされます。

# svcadm refresh system/cryptosvc

始める前に
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鍵管理フレームワーク

Oracle Solarisの鍵管理フレームワーク (KMF)機能は、公開鍵オブジェクトを管理す
るためのツールとプログラミングインタフェースを提供します。公開鍵オブジェク
トには、X.509証明書や公開鍵/非公開鍵ペアが含まれます。これらのオブジェクト
の格納形式としては、さまざまなものが使えます。また、KMFでは、アプリ
ケーションによるX.509証明書の使用方法を定義したポリシーを管理するための
ツールも提供されます。KMFでは、サードパーティーのプラグインがサポートされ
ています。

■ 265ページの「公開鍵技術の管理 (概要)」
■ 266ページの「鍵管理フレームワークのユーティリティー」
■ 268ページの「鍵管理フレームワークの使用 (タスク)」

公開鍵技術の管理 (概要)
鍵管理フレームワーク (KMF)は、公開鍵技術 (PKI)を管理するための統一されたアプ
ローチを提供します。Oracle Solarisには、PKIテクノロジを使用する異なるアプリ
ケーションがいくつか含まれています。各アプリケーションはそれぞれ独自のプロ
グラミングインタフェース、鍵格納メカニズム、および管理ユーティリティーを提
供します。アプリケーションがあるポリシー適用メカニズムを提供する場合、その
メカニズムはそのアプリケーションにしか適用されません。KMFでは、アプリ
ケーションは統一された管理ツール群、単一のプログラミングインタフェース
群、および単一のポリシー適用メカニズムを使用します。これらのインタフェース
を採用したすべてのアプリケーションの PKIニーズは、これらの機能によって管理
されます。
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KMFでは、次のインタフェースによって公開鍵技術の管理が統一されます。

■ pktoolコマンド –このコマンドは、さまざまなキーストア内の PKIオブジェクト
(証明書など)を管理します。

■ kmfcfgコマンド –このコマンドは、PKIポリシーデータベースとサード
パーティーのプラグインを管理します。

PKIポリシー決定には、ある操作の検証方法などの操作が含まれます。また、PKI
ポリシーは証明書の適用範囲を制限することもできます。たとえば、ある証明書
が特定の目的にしか使用できないことを主張する PKIポリシーを定義できま
す。そのようなポリシーは、その証明書がほかの要求のために使用されるのを禁
止します。

■ KMFライブラリ –このライブラリには、ベースとなるキーストアメカニズムを抽
象化するプログラミングインタフェースが含まれています。

アプリケーションは特定のキーストアメカニズムを選択する必要がなく、あるメ
カニズムから別のメカニズムへ移行できます。サポートされているキーストア
は、PKCS #11、NSS、およびOpenSSLです。このライブラリに含まれるプラグイ
ン可能フレームワークを使えば、新しいキーストアメカニズムを追加できま
す。したがって、アプリケーションがある新しいメカニズムを使用する場合、ア
プリケーションを若干変更するだけで、その新しいキーストアを使用できるよう
になります。

注 –実行されているOpenSSLのバージョンを確認するには、openssl versionと入
力します。出力は、次のようになります。

OpenSSL 1.0.0i 19 Apr 2012

鍵管理フレームワークのユーティリティー
KMFは、鍵の格納を管理するための手段を提供するとともに、それらの鍵の使用に
関する包括的なポリシーを提供します。KMFは、次の 3つの公開鍵技術のポリ
シー、鍵、および証明書を管理します。

■ PKCS #11プロバイダ、つまり暗号化フレームワークからのトークン
■ NSS、つまりネットワークセキュリティーサービス
■ OpenSSL、ファイルベースのキーストア

kmfcfgツールを使えば、KMFポリシーエントリの作成、変更、または削除を行えま
す。また、このツールでは、フレームワークへのプラグインも管理します。KMF
は、pktoolコマンド経由でキーストアを管理します。詳細は、kmfcfg(1)と pktool(1)
のマニュアルページ、および次の各セクションを参照してください。
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KMFのポリシー管理
KMFのポリシーはデータベース内に格納されます。このポリシーデータベース
は、KMFプログラミングインタフェースを使用するすべてのアプリケーションに
よって内部的にアクセスされます。このデータベースを使えば、KMFライブラリに
よって管理される鍵や証明書の使用に、制約を設けることができます。アプリ
ケーションは、証明書の検証を試みる際に、ポリシーデータベースをチェックしま
す。kmfcfgコマンドはポリシーデータベースを変更します。

KMFプラグイン管理
kmfcfgコマンドは、プラグインのための次のサブコマンドを提供します。

■ list plugin – KMFで管理されているプラグインを一覧表示します。
■ install plugin –モジュールのパス名でプラグインをインストールし、そのプラグ
インのためのキーストアを作成します。KMFからプラグインを削除するに
は、キーストアを削除します。

■ uninstall plugin –プラグインのキーストアを削除することによって、KMFからプ
ラグインを削除します。

■ modify plugin –プラグインのコードで定義されているオプション (debugなど)を使
用してプラグインを実行できるようにします。

詳細は、kmfcfg(1)のマニュアルページを参照してください。手順については、279
ページの「KMFでサードパーティーのプラグインを管理する方法」を参照してくだ
さい。

KMFのキーストア管理
KMFでは、PKCS #11トークン、NSS、OpenSSLの 3つの公開鍵技術に対してキース
トアを管理します。pktoolコマンドを使えば、これらすべての技術について次のこ
とが行えます。

■ 自己署名付き証明書を生成する。
■ 証明書要求を生成します。
■ 対称鍵を生成する。
■ 公開鍵と非公開鍵のペアを生成します。
■ 署名のために外部の認証局 (CA)に送信される PKCS #10証明書署名要求 (CSR)を
生成します。

■ PKCS #10 CSRに署名します。
■ キーストアにオブジェクトをインポートします。

公開鍵技術の管理 (概要)
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■ キーストア内のオブジェクトを一覧表示します。
■ キーストアからオブジェクトを削除します。
■ CRLをダウンロードします。

PKCS #11およびNSS技術の場合には、pktoolコマンドでパスフレーズを生成して
PINを設定することもできます。

■ キーストアのパスフレーズを生成します。
■ キーストア内のあるオブジェクトのパスフレーズを生成します。

pktoolユーティリティーの使用例については、pktool(1)のマニュアルページおよび
268ページの「鍵管理フレームワークの使用 (タスクマップ)」を参照してください。

鍵管理フレームワークの使用 (タスク)
このセクションでは、パスワード、パスフレーズ、ファイル、キーストア、証明
書、CRLなどの公開鍵オブジェクトを、pktoolコマンドを使って管理する方法につ
いて説明します。

鍵管理フレームワークの使用 (タスクマップ)
鍵管理フレームワーク (KMF)を使うと公開鍵技術を集中管理できます。

タスク 説明 参照先

証明書を作成します。 PKCS #11、NSS、またはOpenSSLで使用される証明書
を作成します。

269ページの「pktool gencertコマ
ンドを使用して証明書を作成する方
法」

証明書をエクスポート
します。

証明書とそれをサポートする鍵を含むファイルを作成
します。このファイルはパスワードで保護できます。

272ページの「証明書と非公開鍵を
PKCS #12形式でエクスポートする方
法」

証明書をインポートし
ます。

別のシステムから取得した証明書をインポートしま
す。

270ページの「証明書をキーストア
にインポートする方法」

別のシステムから取得した PKCS #12形式の証明書をイ
ンポートします。

例 13–2

パスフレーズを生成し
ます。

PKCS #11キーストアまたはNSSキーストアにアクセス
するためのパスフレーズを生成します。

273ページの「pktool setpinコマン
ドを使用してパスフレーズを生成す
る方法」

対称鍵を生成する。 ファイルの暗号化やファイルのMACの作成で、または
アプリケーションのために使用する対称鍵を生成しま
す。

236ページの「pktoolコマンドを使
用して対称鍵を生成する方法」
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タスク 説明 参照先

鍵のペアを生成しま
す。

アプリケーションで使用する公開鍵と非公開鍵のペア
を生成します。

274ページの「pktool genkeypairコ
マンドを使用して鍵のペアを生成す
る方法」

PKCS #10 CSRを生成し
ます。

外部の認証局 (CA)が署名するための PKCS #10証明書
署名要求 (CSR)を生成します。

pktool(1)のマニュアルページ

PKCS #10 CSRに署名し
ます。

PKCS #10 CSRに署名します。 278ページの「pktool signcsrコマ
ンドを使用して証明書リクエストに
署名する方法」

KMFにプラグインを追
加します。

プラグインをインストール、変更、および一覧表示し
ます。また、KMFからプラグインを削除します。

279ページの「KMFでサード
パーティーのプラグインを管理する
方法」

▼ pktool gencertコマンドを使用して証明書を作成
する方法
この手順では、自己署名付き証明書を作成し、その証明書を PKCS #11キーストアに
格納します。また、この処理の一部として、RSA公開鍵/非公開鍵ペアも作成されま
す。非公開鍵は、証明書とともにキーストアに格納されます。

自己署名付き証明書を生成する。
% pktool gencert [keystore=keystore] label=label-name \

subject=subject-DN serial=hex-serial-number

keystore=keystore 公開鍵オブジェクトのタイプを指定することでキースト
アを指定します。この値には、nss、pkcs11、または
fileを指定できます。このキーワードはオプションで
す。

label=label-name 発行者が証明書に与える一意の名前を指定します。

subject=subject-DN 証明書の識別名を指定します。

serial=hex-serial-number 16進形式のシリアル番号を指定します。証明書の発行者
が、0x0102030405などの番号を選択します。

キーストアの内容を確認します。
% pktool list

Found number certificates.

1. (X.509 certificate)

Label: label-name
ID: Fingerprint that binds certificate to private key
Subject: subject-DN
Issuer: distinguished-name

1
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Serial: hex-serial-number
n. ...

このコマンドは、キーストア内のすべての証明書を一覧表示します。次の例で
は、キーストアには証明書が 1つしか含まれていません。

pktoolを使って自己署名付き証明書を作成する

次の例では、My Companyのあるユーザーが自己署名付き証明書を作成し、その証明
書を PKCS #11オブジェクト用のキーストアに格納しています。このキーストアは最
初は空になっています。キーストアが初期化されていない場合、ソフトトークンの
PINは changemeになります。

% pktool gencert keystore=pkcs11 label="My Cert" \

subject="C=US, O=My Company, OU=Security Engineering Group, CN=MyCA" \

serial=0x000000001

Enter pin for Sun Software PKCS#11 softtoken: Type PIN for token

% pktool list

Found 1 certificates.

1. (X.509 certificate)

Label: My Cert

ID: 12:82:17:5f:80:78:eb:44:8b:98:e3:3c:11:c0:32:5e:b6:4c:ea:eb

Subject: C=US, O=My Company, OU=Security Engineering Group, CN=MyCA

Issuer: C=US, O=My Company, OU=Security Engineering Group, CN=MyCA

Serial: 0x01

▼ 証明書をキーストアにインポートする方法
この手順では、PEMまたは生のDERを使ってエンコードされた PKI情報を含む
ファイルを、キーストアにインポートする方法を説明します。エクスポートの手順
については、例 13–4を参照してください。

証明書をインポートします。
% pktool import keystore=keystore infile=infile-name label=label-name

非公開PKIオブジェクトをインポートする場合、プロンプトが表示されたときにパス
ワードを入力します。

a. プロンプトで、ファイルのパスワードを入力します。
PKCS #12形式のエクスポートファイルなど、非公開の PKI情報をインポートする
場合、そのファイルはパスワードを必要とします。インポートするファイルの作
成者が PKCS #12パスワードを教えてくれます。
Enter password to use for accessing the PKCS12 file: Type PKCS #12 password

例13–1

1
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b. プロンプトで、キーストアのパスワードを入力します。
Enter pin for Sun Software PKCS#11 softtoken: Type PIN for token

キーストアの内容を確認します。
% pktool list

Found number certificates.

1. (X.509 certificate)

Label: label-name
ID: Fingerprint that binds certificate to private key
Subject: subject-DN
Issuer: distinguished-name
Serial: hex-serial-number

2. ...

PKCS #12ファイルをキーストアにインポートする

次の例では、サードパーティーから取得した PKCS #12ファイルをインポートしてい
ます。pktool importコマンドは、gracedata.p12ファイルから非公開鍵と証明書を取
り出し、それらを指定されたキーストア内に格納します。

% pktool import keystore=pkcs11 infile=gracedata.p12 label=GraceCert

Enter password to use for accessing the PKCS12 file: Type PKCS #12 password
Enter pin for Sun Software PKCS#11 softtoken: Type PIN for token
Found 1 certificate(s) and 1 key(s) in gracedata.p12

% pktool list

Found 1 certificates.

1. (X.509 certificate)

Label: GraceCert

ID: 12:82:17:5f:80:78:eb:44:8b:98:e3:3c:11:c0:32:5e:b6:4c:ea:eb

Subject: C=US, O=My Company, OU=Security Engineering Group, CN=MyCA

Issuer: C=US, O=My Company, OU=Security Engineering Group, CN=MyCA

Serial: 0x01

X.509証明書をキーストアにインポートする

次の例では、PEM形式のX.509証明書を指定されたキーストアにインポートしてい
ます。この公開証明書はパスワードで保護されていません。ユーザーの公開キース
トアもパスワードで保護されていません。

% pktool import keystore=pkcs11 infile=somecert.pem label="TheirCompany Root Cert"

% pktool list

Found 1 certificates.

1. (X.509 certificate)

Label: TheirCompany Root Cert

ID: 21:ae:83:98:24:d1:1f:cb:65:5b:48:75:7d:02:47:cf:98:1f:ec:a0

Subject: C=US, O=TheirCompany, OU=Security, CN=TheirCompany Root CA

Issuer: C=US, O=TheirCompany, OU=Security, CN=TheirCompany Root CA

Serial: 0x01

3
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▼ 証明書と非公開鍵をPKCS #12形式でエクスポート
する方法
PKCS #12形式のファイルを作成し、非公開鍵とそれに関連付けられたX.509証明書
をほかのシステムにエクスポートすることができます。このファイルへのアクセス
はパスワードで保護されます。

エクスポートする証明書を見つけます。
% pktool list

Found number certificates.

1. (X.509 certificate)

Label: label-name
ID: Fingerprint that binds certificate to private key
Subject: subject-DN
Issuer: distinguished-name
Serial: hex-serial-number

2. ...

鍵と証明書をエクスポートします。

pktool listコマンドから得られたキーストアとラベルを使用します。エクスポート
ファイルのファイル名を指定します。名前に空白が含まれている場合は、名前を二
重引用符で囲みます。
% pktool export keystore=keystore outfile=outfile-name label=label-name

エクスポートファイルをパスワードで保護します。

プロンプトで、キーストアの現在のパスワードを入力します。ここで、エクス
ポートファイルのパスワードを作成します。ファイルの受信者は、インポート時に
このパスワードを入力する必要があります。
Enter pin for Sun Software PKCS#11 softtoken: Type PIN for token
Enter password to use for accessing the PKCS12 file: Create PKCS #12 password

ヒント –パスワードはエクスポートファイルとは別に送ってください。パスワードを
伝える最良の方法は、電話上など、通常の通信手段以外の手段を使用する方法で
す。

証明書と非公開鍵を PKCS #12形式でエクスポートする

次の例では、ユーザーが非公開鍵を関連付けられたX.509証明書とともに標準の
PKCS #12ファイルにエクスポートしています。このファイルは、ほかのキーストア
にインポートできます。PKCS #11パスワードはソースのキーストアを保護しま
す。PKCS #12パスワードは、PKCS #12ファイル内の非公開データを保護するために
使用されます。このパスワードはファイルのインポート時に必要となります。

1

2
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% pktool list

Found 1 certificates.

1. (X.509 certificate)

Label: My Cert

ID: 12:82:17:5f:80:78:eb:44:8b:98:e3:3c:11:c0:32:5e:b6:4c:ea:eb

Subject: C=US, O=My Company, OU=Security Engineering Group, CN=MyCA

Issuer: C=US, O=My Company, OU=Security Engineering Group, CN=MyCA

Serial: 0x01

% pktool export keystore=pkcs11 outfile=mydata.p12 label="My Cert"

Enter pin for Sun Software PKCS#11 softtoken: Type PIN for token
Enter password to use for accessing the PKCS12 file: Create PKCS #12 password

続いて、このユーザーは受信者に電話をかけ、PKCS #12パスワードを伝えます。

▼ pktool setpinコマンドを使用してパスフレーズ
を生成する方法
キーストア内のあるオブジェクトに対して、あるいはキーストアそのものに対し
て、パスフレーズを生成することができます。このパスフレーズは、オブジェクト
やキーストアにアクセスする際に必要となります。キーストア内のオブジェクトに
対するパスフレーズの生成例については、例 13–4を参照してください。

キーストアにアクセスするためのパスフレーズを生成します。
% pktool setpin keystore=nss|pkcs11 dir=directory

PKCS #11キーストアの最初のパスワードは changemeです。NSSキーストアの最初の
パスワードは空のパスワードです。

プロンプトに答えます。

現在のトークンパスフレーズの入力を要求されたら、PKCS #11キーストアのトーク
ン PINを入力するか、またはNSSキーストアを示すReturnキーを押します。
Enter current token passphrase: Type PIN or press the Return key
Create new passphrase: Type the passphrase that you want to use
Re-enter new passphrase: Retype the passphrase
Passphrase changed.

これでキーストアがパスフレーズで保護されます。パスフレーズを忘れる
と、キーストア内のオブジェクトにアクセスできなくなります。

キーストアをパスフレーズで保護する

次の例は、NSSデータベースのパスフレーズを設定する方法を示したものです。パ
スフレーズがまだ作成されていないため、最初のプロンプトでReturnキーを押しま
す。

1
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% pktool setpin keystore=nss dir=/var/nss

Enter current token passphrase: Press the Return key
Create new passphrase: has8n0NdaH

Re-enter new passphrase: has8n0NdaH

Passphrase changed.

▼ pktool genkeypairコマンドを使用して鍵のペアを
生成する方法
アプリケーションによっては、公開鍵と非公開鍵のペアが必要なものがありま
す。この手順では、これらの鍵のペアを作成して格納します。

(省略可能)キーストアの使用を予定している場合は、キーストアを作成します。

■ PKCS #11キーストアを作成して初期化する方法については、273ページ
の「pktool setpinコマンドを使用してパスフレーズを生成する方法」を参照して
ください。

■ NSSキーストアを作成して初期化するには、例 13–5を参照してください。

鍵のペアを作成します。

次のいずれかを実行します。

■ 鍵のペアを作成し、その鍵のペアをファイル内に格納します。

ディスク上のファイルから直接鍵を読み取るアプリケーションの場合は、ファイ
ルベースの鍵が作成されます。通常、OpenSSL暗号化ライブラリを直接使用する
アプリケーションでは、そのアプリケーションのための鍵と証明書をファイル内
に格納する必要があります。

注 – fileキーストアは、楕円曲線 (ec)鍵および証明書をサポートしていません。

% pktool genkeypair keystore=file outkey=key-filename \

[format=der|pem] [keytype=rsa|dsa] [keylen=key-size]

keystore=file

fileの値は、鍵の格納場所のファイルタイプを指定します。

outkey=key-filename
鍵のペアが格納されるファイルの名前を指定します。

format=der|pem

鍵のペアのエンコード形式を指定します。der出力はバイナリであり、pem出
力はASCIIです。
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keytype=rsa|dsa

fileキーストア内に格納できる鍵のペアのタイプを指定します。定義について
は、DSAとRSAを参照してください。

keylen=key-size
鍵の長さをビット数で指定します。8で割り切れる数にする必要がありま
す。指定できるキーサイズを確認するには、cryptoadm list -vm コマンドを使
用します。

■ 鍵のペアを作成してPKCS #11キーストア内に格納します。

この方法を使用するには、手順 1を完了する必要があります。

PKCS #11キーストアは、オブジェクトをハードウェアデバイス上に格納するため
に使用されます。これらのデバイスには、Sun Crypto Accelerator 6000
カード、TPM (Trusted Platform Module)デバイス、または暗号化フレームワークに
組み込まれたスマートカードがあります。また、PKCS #11を使用すると、オブ
ジェクトを softtoken (ソフトウェアベースのトークン)内にも格納できます。こ
のトークンでは、オブジェクトがディスク上の個人のサブディレクトリ内に格納
されます。詳細は、pkcs11_softtoken(5)のマニュアルページを参照してくださ
い。

指定したラベルによって、鍵のペアをキーストアから取得できます。

% pktool genkeypair label=key-label \

[token=token[:manuf[:serial]]] \

[keytype=rsa|dsa|ec] [curve=ECC-Curve-Name]]\
[keylen=key-size] [listcurves]

label=key-label
鍵のペアのラベルを指定します。鍵のペアは、そのラベルによってキーストア
から取得できます。

token=token[:manuf[:serial]]
トークン名を指定します。デフォルトでは、トークン名は Sun Software

PKCS#11 softtokenです。

keytype=rsa|dsa|ec [curve=ECC-Curve-Name]
鍵のペアのタイプを指定します。楕円曲線 (ec)タイプの場合は、必要に応じて
曲線名を指定します。曲線名は、listcurvesオプションに対する出力として一
覧表示されます。

keylen=key-size
鍵の長さをビット数で指定します。8で割り切れる数にする必要があります。

listcurves

ec鍵タイプの curve=オプションの値として使用できる楕円曲線の名前を一覧
表示します。
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■ 鍵のペアを生成し、それをNSSキーストア内に格納します。

NSSキーストアは、NSSを主要な暗号化インタフェースとして使用する
サーバーによって使用されます。

この方法を使用するには、手順 1を完了する必要があります。
% pktool keystore=nss genkeypair label=key-nickname \

[token=token[:manuf[:serial]]] \

[dir=directory-path] [prefix=database-prefix] \

[keytype=rsa|dsa|ec] [curve=ECC-Curve-Name]] \

[keylen=key-size] [listcurves]

keystore=nss

nssの値は、鍵の格納場所のNSSタイプを指定します。

label=nickname
鍵のペアのラベルを指定します。鍵のペアは、そのラベルによってキーストア
から取得できます。

token=token[:manuf[:serial]]
トークン名を指定します。デフォルトでは、トークンは Sun Software PKCS#11

softtokenです。

dir=directory
NSSデータベースのディレクトリパスを指定します。デフォルトで
は、directoryは現在のディレクトリです。

prefix=database-prefix
NSSデータベースの接頭辞を指定します。デフォルトは接頭辞なしです。

keytype=rsa|dsa|ec [curve=ECC-Curve-Name]
鍵のペアのタイプを指定します。楕円曲線タイプの場合は、必要に応じて曲線
名を指定します。曲線名は、listcurvesオプションに対する出力として一覧表
示されます。

keylen=key-size
鍵の長さをビット数で指定します。8で割り切れる数にする必要があります。

listcurves

ec鍵タイプの curve=オプションの値として使用できる楕円曲線の名前を一覧
表示します。

(省略可能)鍵が存在することを確認します。

鍵を格納した場所に応じて、次のコマンドのいずれかを使用します。

■ key-filenameファイル内の鍵を確認します。
% pktool list keystore=file objtype=key infile=key-filename
Found n keys.

Key #1 - keytype:location (keylen)
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■ PKCS #11キーストア内の鍵を確認します。
$ pktool list objtype=key

Enter PIN for keystore:
Found n keys.

Key #1 - keytype:location (keylen)

■ NSSキーストア内の鍵を確認します。
% pktool list keystore=nss dir=directory objtype=key

pktoolコマンドを使用して鍵のペアを作成する

次の例では、ユーザーがはじめて PKCS #11キーストアを作成します。RSA鍵のペア
のキーサイズを確認したあと、ユーザーは、アプリケーションのための鍵のペアを
生成します。最後に、ユーザーは、キーストア内に鍵のペアが存在することを確認
します。ユーザーは、RSA鍵のペアの 2番目のインスタンスをハードウェア上に格
納できることに気付きました。ユーザーは token引数を指定しなかったため、鍵のペ
アは Sun Software PKCS#11 softtoken として格納されます。

# pktool setpin

Create new passphrase: Easily remembered, hard-to-detect password
Re-enter new passphrase: Retype password
Passphrase changed.

% cryptoadm list -vm | grep PAIR

...

CKM_DSA_KEY_PAIR_GEN 512 3072 . . . . . . . . . X . . . .

CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN 256 8192 . . . . . . . . . X . . . .

...

CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN 256 2048 X . . . . . . . . X . . . .

ecc: CKM_EC_KEY_PAIR_GEN,CKM_ECDH1_DERIVE,CKM_ECDSA,CKM_ECDSA_SHA1

% pktool genkeypair label=specialappkeypair keytype=rsa keylen=2048

Enter PIN for Sun Software PKCS#11 softtoken : Type password

% pktool list

Enter PIN for Sun Software PKCS#11 softtoken : Type password

Found 1 keys.

Key #1 - keypair: specialappkeypair (2048 bits)

楕円曲線アルゴリズムを使用する鍵のペアを作成する

次の例では、ユーザーが楕円曲線 (ec)鍵のペアをキーストアに追加し、曲線名を指
定したあと、キーストア内に鍵のペアが存在することを確認します。

% pktool genkeypair listcurves

secp112r1, secp112r2, secp128r1, secp128r2, secp160k1

.

.
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.

c2pnb304w1, c2tnb359v1, c2pnb368w1, c2tnb431r1, prime192v2

prime192v3

% pktool genkeypair label=eckeypair keytype=ec curves=c2tnb431r1

% pktool list

Enter PIN for Sun Software PKCS#11 softtoken : Type password

Found 2 keys.

Key #1 - keypair: specialappkeypair (2048 bits)

Key #2 - keypair: eckeypair (c2tnb431r1)

▼ pktool signcsrコマンドを使用して証明書リクエ
ストに署名する方法
この手順は、PKCS #10証明書署名要求 (CSR)に署名するために使用されます。PEM
またはDER形式のCSRを使用できます。署名プロセスによってX.509 v3証明書が発
行されます。PKCS #10 CSRを生成するには、pktool(1)のマニュアルページを参照し
てください。

自身が認証局 (CA)であり、CSRを受信しており、それがファイル内に格納されてい
ます。

pktool signcsrコマンドへの必要な引数に関する次の情報を収集します。

signkey 署名者の鍵を PKCS #11キーストア内に格納した場合、signkeyは、この
非公開鍵を取得するラベルです。

署名者の鍵をNSSキーストアまたはファイルキーストア内に格納した場
合、signkeyは、この非公開鍵を保持するファイル名です。

csr CSRのファイル名を指定します。

serial 署名される証明書のシリアル番号を指定します。

outcer 署名される証明書のファイル名を指定します。

issuer 自分のCA発行者名を識別名 (DN)形式で指定します。

signcsrサブコマンドのオプションの引数については、pktool(1)のマニュアルページ
を参照してください。

要求に署名し、証明書を発行します。

たとえば、次のコマンドは、PKCS #11リポジトリにある署名者の鍵を使用して証明
書に署名します。
# pktool signcsr signkey=CASigningKey \

csr=fromExampleCoCSR \

serial=0x12345678 \

始める前に
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2
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outcert=ExampleCoCert2010 \

issuer="O=Oracle Corporation, \

OU=Oracle Solaris Security Technology, L=Redwood City, ST=CA, C=US, \

CN=rootsign Oracle"

次のコマンドは、ファイルにある署名者の鍵を使用して証明書に署名します。

# pktool signcsr signkey=CASigningKey \

csr=fromExampleCoCSR \

serial=0x12345678 \

outcert=ExampleCoCert2010 \

issuer="O=Oracle Corporation, \

OU=Oracle Solaris Security Technology, L=Redwood City, ST=CA, C=US, \

CN=rootsign Oracle"

証明書を要求者に送信します。

電子メール、Webサイト、またはその他のメカニズムを使用すると証明書を要求者
に配信できます。

たとえば、電子メールを使用して ExampleCoCert2010ファイルを要求者に送信できま
す。

▼ KMFでサードパーティーのプラグインを管理する
方法
プラグインは、キーストア名を指定することによって識別します。KMFにプラグイ
ンを追加すると、ソフトウェアは、そのプラグインをキーストア名で識別しま
す。プラグインは、オプションを受け入れるように定義できます。この手順には
KMFからプラグインを削除する方法が含まれています。

プラグインをインストールします。
% /usr/bin/kmfcfg install keystore=keystore-name \

modulepath=path-to-plugin [option="option-string"]

各情報の意味は次のとおりです。

keystore-name –提供するキーストアの一意の名前を指定します。

path-to-plugin – KMFプラグインのための共有ライブラリオブジェクトのフルパスを
指定します。

option-string –共有ライブラリオブジェクトへの省略可能な引数を指定します。

プラグインを一覧表示します。
% kmfcfg list plugin

keystore-name:path-to-plugin [(built-in)] | [;option=option-string]

3
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プラグインを削除するには、そのプラグインをアンインストールしたあと、削除を
確認します。
% kmfcfg uninstall keystore=keystore-name
% kmfcfg plugin list

オプションを指定して KMFプラグインを呼び出す

次の例では、管理者がKMFプラグインをサイト固有のディレクトリ内に格納しま
す。このプラグインは、debugオプションを受け入れるように定義されています。管
理者はプラグインを追加したあと、そのプラグインがインストールされていること
を確認します。

# /usr/bin/kmfcfg install keystore=mykmfplug \

modulepath=/lib/security/site-modules/mykmfplug.so

# kmfcfg list plugin

KMF plugin information:

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

pkcs11:kmf_pkcs11.so.1 (built-in)

file:kmf_openssl.so.1 (built-in)

nss:kmf_nss.so.1 (built-in)

mykmfplug:/lib/security/site-modules/mykmfplug.so

# kmfcfg modify plugin keystore=mykmfplug option="debug"

# kmfcfg list plugin

KMF plugin information:

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

...

mykmfplug:/lib/security/site-modules/mykmfplug.so;option=debug

このプラグインは現在、デバッグモードで動作しています。

3
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認証サービスと安全な通信
このセクションでは、ネットワークに接続されていないシステム、または 2つの
システム間で構成される認証サービスについて説明します。

■ 第 14章「プラグイン可能認証モジュールの使用」
■ 第 15章「Secure Shellの使用」
■ 第 16章「Secure Shell (参照)」
■ 第 17章「簡易認証セキュリティー層の使用」
■ 第 18章「ネットワークサービスの認証 (タスク)」

認証されたユーザーとシステムのネットワークを構成するに
は、パートVI「Kerberosサービス」を参照してください。

パ ー ト V
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282



プラグイン可能認証モジュールの使用

この章では、プラグイン可能認証モジュール (PAM)フレームワークについて説明し
ます。PAMは、Oracle Solaris OSへの認証サービスに「プラグイン」するための方法
を提供します。PAMによって、システムへのアクセス時に複数の認証サービスを使
用できるようになります。

■ 283ページの「PAM (概要)」
■ 285ページの「PAM (タスク)」
■ 291ページの「PAMの構成 (参照)」

PAM (概要)
プラグイン可能認証モジュール (PAM)フレームワークを使用する
と、login、su、sshなどのシステムサービスを変更しなくても、新しい認証サービ
スを「プラグイン」できます。また、PAMを使用すると、UNIXログインをKerberos
などほかのセキュリティーメカニズムと統合できます。また、アカウント、資
格、セッション、およびパスワードの管理メカニズムも「プラグイン」できます。

PAMを使用する利点
PAMフレームワークを使用すると、システムサービス (su、login、sshなど)の
ユーザー認証での使用を構成できます。PAMには次の利点があります。

■ 柔軟な構成ポリシー
■ アプリケーションごとの認証ポリシー
■ ユーザーごとの認証ポリシー
■ デフォルトの認証メカニズムを選択する機能
■ 高度なセキュリティーシステムにおいて複数の承認を要求する機能

■ 一般ユーザーにも使いやすい

14第 1 4 章
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■ 認証サービスが異なってもパスワードが同じであれば、パスワードを再入力す
る必要がない

■ ユーザーが複数のコマンドを入力しなくても、複数の認証方式のパスワードを
求めるプロンプトを表示できる

■ オプションをユーザー認証サービスに渡す機能

■ システムに入るためのサービスを変更しなくても、サイト固有のセキュリ
ティーポリシーを実装する機能

PAMフレームワークの概要
PAMフレームワークは次の 4つの部分から成ります。

■ PAMコンシューマ
■ PAMライブラリ
■ PAM構成
■ PAMサービスモジュール。プロバイダとも呼ばれる

このフレームワークは、認証関連のアクティビティーを実行するための統一された
方法を提供します。このアプローチを使えば、アプリケーション開発者は、PAM
サービスのポリシーの意味を知らなくてもサービスを使用できるようになりま
す。アルゴリズムは一元的に提供されます。アルゴリズムの変更は、個々のアプリ
ケーションとは無関係に行えます。PAMを使えば、管理者は、アプリケーションを
変更しないで、特定システムのニーズに合わせて認証プロセスを調整できるように
なります。調整は PAM構成を通して行われます。

次の図は、PAMのアーキテクチャーを示したものです。アプリケーションは、PAM
アプリケーションプログラミングインタフェース (API)経由で PAMライブラリと通
信します。PAMモジュールは、PAMサービスプロバイダインタフェース (SPI)経由
で PAMライブラリと通信します。したがって、PAMライブラリを使えば、アプリ
ケーションとモジュールとの相互通信を実現できます。

PAM (概要)
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このリリースでのPAMへの変更
Oracle Solaris 11.1リリースに含まれていた PAMフレームワークには、次のようない
くつかの新機能が含まれています。

■ definitive制御フラグ
■ サービスごとの構成
■ ユーザーごとの構成

PAM (タスク)
このセクションでは、PAMのフレームワークが特定のセキュリティーポリシーを使
用するために必要なタスクについて説明します。PAM構成ファイルに関連したいく
つかのセキュリティー問題に注意するようにしてください。セキュリティーの問題
については、286ページの「PAMの実装計画」を参照してください。

図 14–1 PAMのアーキテクチャー

PAM (タスク)
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PAM (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

PAMのインストールを計画し
ます。

ソフトウェア構成処理を開始する前に、構成を
検討および決定します。

286ページの「PAMの実装計画」

新しい PAMモジュールを追加
します。

必要に応じて、サイト固有のモジュールを作成
およびインストールし、汎用ソフトウェアにな
い要件に対応します。この手順ではこれらの新
しい PAMモジュールのインストール方法につい
て説明します。

287ページの「PAMモジュールを
追加する方法」

ユーザーに新しい PAMポリ
シーを割り当てます。

特定のユーザーに割り当てられる複数のサービ
スに対する特定の認証要件を確立します。

289ページの「ユーザーにカスタ
マイズされた PAMポリシーを割り
当てる方法」

すべてのユーザーに新しい権利
プロファイルを割り当てます。

システム上のすべてのユーザーに割り当てられ
る複数のサービスに対する特定の認証要件を確
立します。

290ページの「すべての
ユーザーに新しい権利ポリシーを
割り当てる方法」

~/.rhostsによるアクセスを拒
否します。

~/.rhostsによるアクセスを回避することに
よって、セキュリティーをさらに強化します。

288ページの「PAMを使用し
て、リモートシステムからの rhost
式アクセスを防ぐ方法」

エラー記録を開始します。 syslogを使用して PAMエラーメッセージの記録
を開始します。

288ページの「PAMのエラーレ
ポートを記録する方法」

PAMの実装計画
配布時に、PAM構成は標準的なセキュリティーポリシーを実装します。このポリ
シーは、多くの状況で機能します。別のセキュリティーポリシーを実装する必要が
ある場合に注意すべき問題は、次のとおりです。

■ 何が必要か、特にどの PAMサービスモジュールを選択するかを決定します。
■ 特別な構成オプションが必要なサービスを確認します。必要に応じて、サービス
名 otherを使用してサービスのデフォルトを提供します。

■ モジュールを実行する順番を決定します。

■ 各モジュールに対する制御フラグを選択します。すべての制御フラグの詳細につ
いては、293ページの「PAMスタックのしくみ」を参照してください。

■ 各モジュールに必要なオプションを選択します。各モジュールのマニュアル
ページには、特別なオプションが一覧表示されます。

PAM (タスク)
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PAM構成を変更する前に考慮すべきいくつかの推奨事項を次に示します。

■ モジュールタイプごとにサービス名 otherのエントリを使用して、PAM構成にす
べてのアプリケーションを含める必要がないようにします。

■ 制御フラグのセキュリティーへの影響を必ず考慮してください。

■ モジュールに関連するマニュアルページを参照します。これらのマニュアル
ページには、各モジュールの機能、使用可能なオプション、スタック内のモ
ジュール間の相互作用などの説明があります。

注意 – PAM構成が正しく構成されていない場合や、壊れている場合は、どの
ユーザーもログインできなくなる可能性があります。この場合、suloginコマン
ドでは PAMが使用されないため、マシンをシングルユーザーモードでブートし
て問題を解決するために rootパスワードが必要になります。

PAM構成を変更したあとは、引き続きシステムにアクセスできる間にできるだけ
変更を確認して問題を解決してください。変更によって影響を受ける可能性があ
るコマンドは、すべてテストしてください。

▼ PAMモジュールを追加する方法
この手順では、新しい PAMモジュールを追加する方法を示します。新しいモ
ジュールは、サイト固有のセキュリティーポリシーを網羅するため、またはサード
パーティーのアプリケーションをサポートするために作成します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

どの制御フラグおよびどのオプションを使用するかを決定します。

制御フラグについては、293ページの「PAMスタックのしくみ」を参照してくださ
い。

モジュールファイルの所有者が rootで、そのアクセス権が 555になるように設定し
ます。

pfeditを使用して適切なPAM構成ファイルを編集し、このモジュールを適切なサービ
スに追加します。

変更は、/etc/pam.confまたは /etc/pam.d/serviceのどちらかに対して行うことができ
ます。

始める前に
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モジュールが適切に追加されたことを検証します。

構成ファイルが正しく構成されていない場合は、テストする必要があります。sshな
どの直接サービスを使用してログインし、suコマンドを実行します。

▼ PAMを使用して、リモートシステムからの rhost
式アクセスを防ぐ方法

注 – rshサービスは、デフォルトでは有効になっていません。よりセキュアな接続を
提供するには、代わりに sshコマンドを使用します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

PAM構成ファイルから、rhosts_auth.so.1を含むすべての行を削除します。

この手順によって、rloginセッション中、~/.rhostsファイルは読み取られなくなり
ます。これにより、ローカルシステムに認証されていないリモートシステムからの
アクセスを防止できます。~/.rhostsまたは /etc/hosts.equivファイルのいずれかが
存在するかどうかやその内容には関係なく、すべての rloginアクセスにはパス
ワードが必要です。

rshサービスを無効にします。

システムへの認証されていないアクセスを防ぐために、rshサービスを無効にするこ
とを忘れないでください。
# svcadm disable network/shell:default

rloginサービスを無効にします。

必要に応じて、rloginサービスも無効にします。
# svcadm disable network/login:rlogin

▼ PAMのエラーレポートを記録する方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

どの system-logサービスインスタンスがオンラインであるかを判定します。
# svcs system-log

STATE STIME FMRI

disabled 13:11:55 svc:/system/system-log:rsyslog

online 13:13:27 svc:/system/system-log:default

4
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注 – rsyslogサービスインスタンスがオンラインである場合は、rsyslog.confファイ
ルを変更します。

/etc/syslog.confファイルを構成して必要なロギングのレベルを設定します。

ログレベルの詳細は、syslog.conf(4)のマニュアルページを参照してください。ほと
んどの PAMエラーの報告は、LOG_AUTH機能に対して行われます。

system-logサービスの構成情報をリフレッシュします。
# svcadm refresh system-log:default

注 – rsyslogサービスがオンラインである場合は、system-log:rsyslogサービスイン
スタンスをリフレッシュします。

▼ ユーザーにカスタマイズされたPAMポリシーを割
り当てる方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

新しいPAMポリシー構成ファイルを作成します。

このファイルの効果については、下のテキストにあるコメントを参照してくださ
い。

# cat /etc/opt/pam_policy/custom-config

#

# PAM configuration which uses UNIX authentication for console logins,

# LDAP for SSH keyboard-interactive logins, and denies telnet logins.

#

login auth requisite pam_authtok_get.so.1

login auth required pam_dhkeys.so.1

login auth required pam_unix_auth.so.1

login auth required pam_unix_cred.so.1

login auth required pam_dial_auth.so.1

#

sshd-kbdint auth requisite pam_authtok_get.so.1

sshd-kbdint auth binding pam_unix_auth.so.1 server_policy

sshd-kbdint auth required pam_unix_cred.so.1

sshd-kbdint auth required pam_ldap.so.1

#

telnet auth requisite pam_deny.so.1

telnet account requisite pam_deny.so.1

telnet session requisite pam_deny.so.1

telnet password requisite pam_deny.so.1

2

3
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新しいファイルのファイルアクセス権をチェックします。

このファイルは rootが所有している必要があり、グループまたはその他の
ユーザーが書き込み可能であってはいけません。
# ls -l /etc/opt/pam_policy

total 5

-r--r--r-- 1 root 4570 Jun 21 12:08 custom-config

ユーザーに新しいPAMポリシーを割り当てます。
/etc/opt/pam_policy内の custom-configファイルは、jillという名前のユーザーに
割り当てられます。
# useradd -K pam_policy=/etc/opt/pam_policy/custom-config jill

▼ すべてのユーザーに新しい権利ポリシーを割り当
てる方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

新しい権利ポリシーを作成します。

この例では、ldap PAMポリシーが使用されます。
# profiles -p "PAM Per-User Policy of LDAP" \

’set desc="Profile which sets pam_policy=ldap";
set pam_policy=ldap; exit;’

すべてのユーザーに新しい権利プロファイルを割り当てます。

pfeditを使用して、新しいポリシーを PROFS_GRANTED宣言に追加します。
# cat /etc/security/policy.conf

.

.

AUTHS_GRANTED=

PROFS_GRANTED=Basic Solaris User,PAM Per-User Policy of LDAP

CONSOLE_USER=Console User

ユーザーへの権利プロファイルの割り当て

プロファイルが前の手順の手順 1で作成された場合は、その権利プロファイル
を、次のコマンドを使用してユーザーに割り当てることができます。

# usermod -P +"PAM Per-User Policy of LDAP" jill

2
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PAM (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月290



PAMの構成 (参照)
PAMサービスを使用する (sshなどの)システムアプリケーションは、PAM構成
ファイルで構成されます。詳細は、pam.conf(4)のマニュアルページを参照してくだ
さい。これらの構成ファイルには、/etc/pam.confファイルや、/etc/pam.d内に配置
されているサービス固有のファイルが含まれています。これらのファイルへの変更
は、システム上のすべてのユーザーに影響を与えます。サービス固有の PAM構成
ファイルは、その粒度のために、ファイル内に誤りがあってもそのサービスにしか
影響を与えないため、PAMを構成するための推奨されるメカニズムです。また、新
しい PAMサービスの追加も 1つのファイルのコピーに簡略化されます。/etc/pam.d

はほとんどの PAM実装でデフォルト構成になっているため、サービス固有のファイ
ルにより、ほかのクロスプラットフォーム PAMアプリケーションとの相互運用性を
向上させることができます。

さらに、PAMポリシーファイルを使用すると、個々のサービスの認証ポリシーを作
成し、必要に応じて、これらのポリシーを個人、個人のグループ、すべての
ユーザーのいずれかに割り当てることができます。デフォルトの PAMポリ
シーファイルは、/etc/security/pam_policyにあります。PAMポリシーファイル
は、1人または複数のユーザーの認証ポリシーを安全で、信頼性の高い方法で設定ま
たは変更する機能を提供します。

システム管理者は、PAM構成ファイルを管理します。これらのファイル内のエント
リの順番が間違っていると、予期しない副作用が発生する場合があります。たとえ
ば、ファイルの構成が不適切であると、ユーザーがロックアウトされ、修復のため
にシングルユーザーモードが必要になる場合があります。順番の設定方法について
は、293ページの「PAMスタックのしくみ」を参照してください。

PAM構成の検索順序
PAM構成ファイル内の PAM構成情報は、次の順序で PAMライブラリによって収集
されます。

1. /etc/pam.conf内でサービス名が検索されます。
2. /etc/pam.d/serviceがチェックされます。
3. /etc/pam.conf内でサービス名 otherがチェックされます。
4. /etc/pam.d/otherファイルがチェックされます。

この順序によって、既存の /etc/pam.confファイルが、/etc/pam.dにあるサービスご
との PAM構成ファイルと連携できるようになります。

PAM構成ファイルの構文
/etc/pam.confファイルと PAMポリシーファイルは、サービス固有のファイルとは
異なる構文を使用します。次に、これらの各ファイルの構文について説明します。
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/etc/pam.confファイルまたは PAMポリシーファイル内のエントリの形式は次のい
ずれかです。

service-name module-type control-flag module-path module-options

service-name module-type include path-to-included-PAM-configuration

service-name サービスの大文字小文字を区別しない名前。た
とえば、loginや passwdなどです。アプリ
ケーションは、自身が提供するサービスごとに
異なるサービス名を使用できます。たとえ
ば、Oracle Solaris Secure Shellデーモンが使用す
るサービス名は次のとおりです。sshd-none、
sshd-password、 sshd-kbdint、 sshd-pubkey、
sshd-hostbased。

サービス名 otherは、ワイルドカードのサービ
ス名として使用される、事前に定義された名前
です。特定のサービス名が構成ファイル内で見
つからない場合は、otherの構成が使用されま
す。

module-type サービスのタイプ。具体的には
auth、account、session、passwordのいずれか
です。

control-flag サービスの統合された成功または失敗の値を決
定するうえで、そのモジュールの果たす役割を
示します。有効な制御フラグは、binding、
definitive、 include、 optional、 required、
requisite、および sufficientです。制御フラ
グの使用方法については、293ページの「PAM
スタックのしくみ」を参照してください。

module-path サービスを実装しているライブラリオブジェク
トへのパス。パス名が絶対パスでない場合、そ
のパス名は /usr/lib/security/$ISA/に対する
相対パスとみなされます。libpamによる検索
が、アプリケーションの特定のアーキテク
チャーに対するディレクトリ内で行われるよう
に、アーキテクチャーに依存するマクロ $ISAを
使用します。

module-options サービスモジュールに渡されるオプション。各
モジュールのマニュアルページには、そのモ
ジュールで使用できるオプションの説明があり
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ます。標準的なモジュールオプションに
は、nowarnや debugなどがあります。

path-to-included-PAM-configuration 個別の PAM構成ファイルへのフルパスか、ま
たは /usr/lib/securityディレクトリに相対的
なパス名を指定します。

/etc/pam.dにあるサービスごとの構成ファイルは pam.confと同じ構文を使用します
が、サービス名は含まれていません。サービスごとの構成ファイルを使用している
場合は、そのファイルの名前がサービス名です。たとえば、/etc/pam.d/cronに
は、cronコマンドの PAM構成が含まれています。

ユーザーごとの認証ポリシー
pam_user_policy PAMモジュールを使用すると、システム管理者は、ユーザーごとに
PAM構成を指定できます。ユーザーの pam_policy鍵は、ユーザー固有の PAM構成
ファイルへのパスを提供する必要があります。詳細は、pam_user_policy(5)のマ
ニュアルページを参照してください。

ユーザーごとの認証ポリシーを確立するためのいくつかの方法を次に示します。

■ ユーザーの新しい PAMポリシーファイルを作成してから、usermodコマンドを使
用してそのポリシーをユーザーに割り当てます。この手順は、289ページ
の「ユーザーにカスタマイズされた PAMポリシーを割り当てる方法」で説明さ
れています。

■ usermodコマンドを使用して、事前に定義されたポリシーをユーザーに割り当て
ます。

■ usermodコマンドの -Pオプションを使用して、pam_policy鍵を含む権利プロ
ファイルをユーザーに割り当てます。

■ pam_policy鍵を /etc/security/policy.conf内の PROFS_GRANTED鍵に追加すること
によって、その鍵を含む権利プロファイルをすべてのユーザーに割り当てま
す。この手順は、290ページの「すべてのユーザーに新しい権利ポリシーを割り
当てる方法」で説明されています

PAMスタックのしくみ
アプリケーションが次のいずれかの関数を呼び出すと、libpamは PAM構成ファイル
を読み取って、どのモジュールがこのサービスの操作に参加するかを決定します。

■ pam_authenticate(3PAM)
■ pam_acct_mgmt(3PAM)
■ pam_setcred(3PAM)

PAMの構成 (参照)

第 14章 • プラグイン可能認証モジュールの使用 293

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN3Hpam-authenticate-3pam
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN3Hpam-acct-mgmt-3pam
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN3Hpam-setcred-3pam


■ pam_open_session(3PAM)
■ pam_close_session(3PAM)
■ pam_chauthtok(3PAM)

構成ファイルに、認証管理やアカウント管理などの、このサービスの操作のための
モジュールが 1つしか含まれていない場合は、そのモジュールの結果によって操作
の結果が決定されます。たとえば、passwdアプリケーションのデフォルトの認証操
作には、1つのモジュール pam_passwd_auth.so.1が含まれています。

passwd auth required pam_passwd_auth.so.1

これに対し、サービスのある操作に対して複数のモジュールが定義されている場
合、それらのモジュールは「スタック」を形成しており、そのサービスに対す
る「PAMスタック」が存在している、と言います。たとえば、/etc/pam.d/loginに
次のエントリが含まれている場合を考えてみます。

auth definitive pam_user_policy.so.1

auth requisite pam_authtok_get.so.1

auth required pam_unix_auth.so.1

auth required pam_dhkeys.so.1

auth required pam_unix_cred.so.1

auth required pam_dial_auth.so.1

これらのエントリは、loginサービスに対するサンプルの authスタックを表してい
ます。このスタックの結果を決定するには、個々のモジュールの結果コードに対し
て「統合プロセス」を実行する必要があります。統合プロセスでは、各モジュール
がこのファイルで指定された順番に実行されます。個々の成功コードまたは失敗
コードが、モジュールの制御フラグに基づいて総合結果へと統合されます。制御フ
ラグによっては、スタックの早期終了が発生する可能性があります。たとえ
ば、requisiteまたは definitiveモジュールが失敗した
り、sufficient、definitive、または bindingモジュールが成功したりする可能性が
あります。スタックの処理が完了すると、個々の結果が組み合わされて単一の総合
結果が算出され、それがアプリケーションに渡されます。

制御フラグは、サービスへのアクセスを決定するうえで PAMモジュールが果たす役
割を示します。制御フラグとその効果は、次のとおりです。

■ binding – bindingモジュールの要件を満たすことに成功すると、以前のどの
requiredモジュールも失敗していない場合は、成功がただちにアプリケーション
に返されます。これらの条件が満たされると、後続のモジュールは実行されませ
ん。失敗すると、required失敗が記録され、モジュールの処理が継続されます。

■ definitive – definitiveモジュールの要件を満たすことに成功すると、以前のどの
requiredモジュールも失敗していない場合は、成功がただちにアプリケーション
に返されます。以前の requiredモジュールが失敗した場合は、モジュールをそれ
以上実行せずに、その失敗がただちにアプリケーションに返されます。失敗する
とすぐにエラーが返され、後続のモジュールは実行されません。
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■ include –この時点で使用される個別の PAM構成ファイルの行を PAMスタック内
に追加します。このフラグは成功または失敗の動作を制御しません。新しい
ファイルが読み取られると、PAMのインクルードスタックが 1増やされます。新
しいファイル内でのスタックチェックが完了すると、インクルードスタック値が
1減らされます。ファイルの末尾に到達し、かつ PAMインクルードスタックが 0
であれば、スタック処理は終了します。PAMインクルードスタックの最大数
は、32です。

■ optional – optionalモジュールの要件を満たすことに成功することは、サービスを
使用するために必要ではありません。失敗すると、optional失敗が記録されま
す。

■ required – requiredモジュールの要件を満たすことに成功することは、サービスを
使用するために必要です。失敗すると、このサービスの残りのモジュールの実行
完了後に、エラーが返されます。サービスの最終的な成功が返されるの
は、bindingまたは requiredモジュールがどれも失敗を報告しなかった場合だけで
す。

■ requisite – requisiteモジュールの要件を満たすことに成功することは、サービスを
使用するために必要です。失敗するとすぐにエラーが返され、後続のモジュール
は実行されません。あるサービスのすべての requisiteモジュールが成功を返さな
いと、この機能がアプリケーションに成功を返すことができません。

■ sufficient –以前のどの requiredの失敗も発生していない場合は、sufficientモ
ジュールが成功すると、モジュールをそれ以上実行せずに成功がただちにアプリ
ケーションに返されます。失敗すると、optional失敗が記録されます。

次の 2つの図は、統合プロセスでアクセスがどのように決定されるかを示していま
す。最初の図は、制御フラグのタイプごとに成功または失敗がどのように記録され
るのかを示しています。2番目の図は、統合された値の決定方法を示しています。
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図 14–2 PAMスタック:制御フラグの効果
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PAMスタックの例
この例は、/etc/pam.d/otherファイル内の認証管理のためのデフォルトの定義を示
しています。これらの定義は、サービス固有の定義が構成されていない場合に使用
されます。

#

# Default definitions for Authentication management

# Used when service name is not explicitly mentioned for authentication

#

auth definitive pam_user_policy.so.1

auth requisite pam_authtok_get.so.1

auth required pam_dhkeys.so.1

auth required pam_unix_auth.so.1

auth required pam_unix_cred.so.1

最初に、pam_user_policyモジュールを使用して、ユーザーのセキュリティーポリ
シーがチェックされます。definitive制御フラグは、この時点ではほかのどのモ

図 14–3 PAMスタック:統合された値の決定方法
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ジュールもチェックされていないため、セキュリティーポリシーの評価が成功した
場合はサービスがアプリケーションに成功を返すことを選択します。リクエストが
失敗した場合は、失敗メッセージがアプリケーションに送信され、それ以上の
チェックは実行されません。ユーザーに対してポリシーが設定されていない場合
は、次のモジュールが実行されます。

このユーザーに対してユーザーごとの PAMポリシーが指定されていない場合
は、pam_authtok_getモジュールが実行されます。このモジュールの制御フラグ
は、requisiteに設定されています。pam_authtok_getが失敗した場合は、認証プロ
セスが終了し、失敗がサービスに返されます。

pam_authtok_getが失敗しなかった場合は、次の 3つのモジュールが実行されま
す。これらのモジュールは、個々の失敗が返されたかどうかには関係なくプロセス
が続行されるように、required制御フラグで構成されています。pam_unix_credが実
行されたあと、残っているモジュールはありません。この時点で、すべてのモ
ジュールが成功している場合は、ユーザーにアクセス権が付与されま
す。pam_dhkeys、pam_unix_auth、pam_unix_credのいずれかが失敗を返している場
合、ユーザーはアクセスを拒否されます。
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Secure Shellの使用

Oracle Solarisの Secure Shell機能は、セキュアでないネットワークを介した、リ
モートホストへのセキュアなアクセスを提供します。Solaris Secure Shellには、リ
モートログインおよびリモートファイル転送を行うコマンドが組み込まれていま
す。この章の内容は次のとおりです。

■ 299ページの「Secure Shell (概要)」
■ 302ページの「Secure ShellとOpenSSHプロジェクト」
■ 303ページの「Secure Shellと FIPS-140」
■ 304ページの「Secure Shellの構成 (タスク)」
■ 311ページの「Secure Shellの使用 (タスク)」

参照情報については、第 16章「Secure Shell (参照)」を参照してください。

Secure Shell (概要)
Oracle Solarisの Secure Shellは、Secure Sockets LayerおよびTransport Layer Securityを実
装したオープンソースのツールキットであるOpenSSLに基づいて構築されていま
す。

Oracle Solarisでは、このツールキットの 2つの個別のバージョンを使用できます。
■ バージョン 1.0.0は、Secure Shellが動作するデフォルトのバージョンです。
■ バージョン 0.9.8は、暗号化モジュールのための米国政府のコンピュータセキュリ
ティー標準である FIPS-140を実装しています。
FIPS-140 (FIPS)モードで Secure Shellを使用するには、303ページの「Secure Shellと
FIPS-140」を参照してください。

Secure Shellでは、認証は、パスワード、公開鍵、またはその両方の使用によって提
供されます。すべてのネットワークトラフィックは暗号化されます。このた
め、Secure Shellでは、悪意を持つ侵入者が傍受した通信を読むことはできませ
ん。また、攻撃者が偽装することもできません。
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Secure Shellは、オンデマンドタイプの仮想プライベートネットワーク (VPN)として
使用することもできます。VPNでは、暗号化されたネットワークリンクを介し
て、ローカルマシンとリモートマシン間で、Xウィンドウシステムのトラフィック
を転送したり個々のポート番号を接続したりできます。

Secure Shellでは、次の操作を行うことができます。

■ セキュリティー保護されていないネットワークを介して、別のホストに安全にロ
グインします。

■ 2つのホスト間でファイルを安全にコピーします。
■ リモートホスト上でコマンドを安全に実行します。

サーバー側では、Secure Shellが Secure Shellプロトコルのバージョン 2 (v2)をサポート
しています。クライアント側では、v2に加えて、クライアントがバージョン 1 (v1)を
サポートしています。v1については、『System Administration Guide: Security Services
』を参照してください。

Secure Shell認証
Secure Shellは、リモートホストへの接続を認証するために、公開鍵とパスワードの
方式を提供します。公開鍵認証は、パスワード認証よりも強力な認証メカニズムで
す。これは、非公開鍵がネットワーク上を移動しないためです。

認証方式は、次の順序で試されます。構成が認証方式を満たさないときは、次の方
式が試されます。

■ GSS-API –mech_krb5 (Kerberos V)や mech_dh (AUTH_DH)などのGSS-APIメカニズ
ムの資格を使用して、クライアントとサーバーを認証します。GSS-APIの詳細
は、『Oracle Solaris 11セキュリティーサービス開発ガイド』の「GSS-APIの紹
介」を参照してください。

■ ホストに基づく認証 –ホスト鍵と rhostsファイルを使用します。クライアントの
RSAおよびDSA公開/非公開ホスト鍵を使用してクライアントを認証しま
す。rhostsファイルを使用して、ユーザーに対してクライアントを承認します。

■ 公開鍵認証 – RSAおよびDSA公開/非公開鍵によってユーザーを認証します。
■ パスワード認証 – PAMを使用してユーザーを認証します。v2でのキーボード認証
方式では、PAMによる任意のプロンプトが可能です。詳細については、sshd(1M)
のマニュアルページの「SECURITY」のセクションを参照してください。

次の表では、リモートホストにログインしようとするユーザーを認証するための要
件を示します。ユーザーは、ローカルホスト (クライアント)上に存在します。リ
モートホスト (サーバー)は、sshdデーモンを実行しています。次の表は、Secure
Shellの認証方式、互換性のあるプロトコルのバージョン、およびホストの要件の一
覧です。
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表 15–1 Secure Shellの認証方式

認証方式 ローカルホスト (クライアント)の要件 リモートホスト (サーバー)の要件

GSS-API GSSメカニズムのイニシエータの資格。 GSSメカニズムのアクセプタの資格。詳細は、
324ページの「Secure ShellでのGSS資格の取
得」を参照してください。

ホストに基づく ユーザーアカウント

/etc/ssh/ssh_host_rsa_keyまたは
/etc/ssh/ssh_host_dsa_keyにローカルホスト
の非公開鍵

/etc/ssh/ssh_config内で
HostbasedAuthentication yes

ユーザーアカウント

/etc/ssh/known_hostsまたは
~/.ssh/known_hostsにローカルホストの公開鍵

/etc/ssh/sshd_config内で
HostbasedAuthentication yes

/etc/ssh/sshd_config内で IgnoreRhosts no

/etc/ssh/shosts.equiv、 /etc/hosts.equiv、
~/.rhosts、または ~/.shostsにローカルホス
トのエントリ

RSAまたはDSA公開
鍵

ユーザーアカウント

~/.ssh/id_rsaまたは ~/.ssh/id_dsaに非公開
鍵

~/.ssh/id_rsa.pubまたは ~/.ssh/id_dsa.pub

にユーザーの公開鍵

ユーザーアカウント

~/.ssh/authorized_keysにユーザーの公開鍵

パスワードベース ユーザーアカウント ユーザーアカウント

PAMをサポートします。

.rhostsとRSA (v1)
(サーバーのみ)

ユーザーアカウント

/etc/ssh/ssh_host_rsa1_keyにローカルホス
トの公開鍵

ユーザーアカウント

/etc/ssh/ssh_known_hostsまたは
~/.ssh/known_hostsにローカルホストの公開鍵

/etc/ssh/sshd_config内で IgnoreRhosts no

/etc/ssh/shosts.equiv、 /etc/hosts.equiv、
~/.shosts、または ~/.rhostsにローカルホス
トのエントリ

企業における Secure Shell
Oracle Solarisシステム上の Secure Shellの総合的な説明については、『Secure Shell in
the Enterprise』 (Jason Reid著、ISBN 0-13-142900-0、2003年 6月)を参照してくださ
い。このドキュメントは、Sun Microsystems Pressによって発行されている Sun
BluePrints Seriesの 1つです。
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Secure ShellとOpenSSHプロジェクト
Secure ShellはOpenSSH (http://www.openssh.com)プロジェクトのフォークで
す。OpenSSHの最近のバージョンに見つかった脆弱性に対するセキュリティー関連
の修正が、個別のバグ修正および機能として Secure Shellに組み込まれていま
す。Secure Shellフォークに対しては内部開発が継続されます。

このリリースの Secure Shellでは、v2プロトコル用に次の機能が実装されています。

■ ForceCommandキーワード –ユーザーがコマンド行に入力した内容に関係なく、指
定されたコマンドを強制的に実行します。このキーワードは、Matchブロックの
内側で非常に役立ちます。この sshd_config構成オプション
は、$HOME/.ssh/authorized_keys内の command="..."オプションに似ています。

■ AES-128パスフレーズ保護 –このリリースでは、ssh-keygenコマンドで生成され
る非公開鍵は AES-128アルゴリズムで保護されます。このアルゴリズムでは、新
しく生成された鍵や再暗号化された鍵 (パスフレーズが変更された場合など)を保
護します。

■ sftp-serverコマンドの -uオプション –ユーザーがファイルやディレクトリに対
して明示的な umaskを設定できるようにします。このオプションは、ユーザーの
デフォルトの umaskをオーバーライドします。例については、sshd_config(4)の
マニュアルページの「Subsystem」の説明を参照してください。

■ Matchブロック用のその他のキーワード – Matchブロックの内側では
AuthorizedKeysFile、ForceCommand、および HostbasedUsesNameFromPacketOnlyが
サポートされています。デフォルトでは、AuthorizedKeysFileの値は
$HOME/.ssh/authorized_keysで、HostbasedUsesNameFromPacketOnlyの値は noで
す。Matchブロックを使用するには、308ページの「Secure Shellデフォルトの
ユーザーおよびホスト例外を作成する方法」を参照してください。

Oracle Solarisの技術者はプロジェクトにバグ修正を提供するほかに、次のOracle
Solarisの機能を Secure Shellのフォークに組み込みました。

■ PAM - Secure Shellでは PAMが使用されます。OpenSSHの UsePAM構成オプション
はサポートされていません。

■ 特権の分離 - Secure ShellではOpenSSHプロジェクトの特権分離コードは使用され
ません。Secure Shellでは、監査、記録管理、および再キーイングの処理が
セッションプロトコルの処理から分離されます。

Secure Shellの特権分離コードは常にオンに設定されており、オフに切り替えるこ
とはできません。OpenSSHの UsePrivilegeSeparation設定オプションはサポート
されていません。

■ ロケール - Secure Shellでは、RFC 4253「Secure Shell Transfer Protocol」で定義され
ている言語ネゴシエーションが完全にサポートされています。ユーザーがログイ
ンしたあと、ユーザーのログインシェルプロファイルは Secure Shellでネゴシ
エーションを行なったロケール設定をオーバーライドできます。
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■ 監査 - Secure Shellは Solaris監査サービスに完全に統合されています。監査サービ
スについては、パートVII「Oracle Solarisでの監査」を参照してください。

■ GSS-APIのサポート - GSS-APIはユーザー認証と初期鍵交換の両方に使用できま
す。GSS-APIはRFC 4462「Generic Security Service Application Program Interface」で
定義されています。

■ プロキシコマンド - Secure Shellでは、SOCKS5プロトコルとHTTPプロトコルのプ
ロキシコマンドが提供されています。例については、321ページの「ファイア
ウォール外部のホストへのデフォルトの Secure Shell接続を設定する方法」を参照
してください。

Oracle Solarisリリースでは、Secure Shellは SSH_OLD_FORWARD_ADDR互換性フラグを
OpenSSHプロジェクトから再同期します。2011年 3月現在で、Secure Shell
バージョンは 1.5です。

Secure Shellと FIPS-140
Oracle Solarisは、サーバー側とクライアント側に FIPS-140オプションを提供しま
す。Secure ShellでOpenSSLの FIPS-140モードが使用される FIPSモードは、デフォル
トではありません。コマンド行で、ssh -o "UseFIPS140 yes" remote-host のように入力
して FIPSモードを起動できます。代わりに、構成ファイル内にキーワードを設定す
ることができます。

簡単に説明すると、この実装は次のもので構成されます。

■ サーバー側とクライアント側で、次の FIPS承認の暗号化方式を使用できます:
aes128-cbc、aes192-cbc、および aes256-cbc。

3des-cbcは、クライアント側ではデフォルトで使用できますが、セキュリ
ティーリスクの可能性があるため、サーバー側の暗号化方式のリストには含まれ
ていません。

■ 次の FIPS承認のメッセージ認証コード (MAC)を使用できます。
■ hmac-sha1、hmac-sha1-96

■ hmac-sha2-256、hmac-sha2-256-96

■ hmac-sha2-512、hmac-sha2-512-96

■ 4つのサーバークライアント構成がサポートされています。
■ クライアント側もサーバー側も FIPSなしモード
■ クライアント側とサーバー側の両方で FIPSモード
■ サーバー側では FIPSモードだが、クライアント側では FIPSなし
■ サーバー側では FIPSなしモードだが、クライアント側では FIPSモード

■ ssh-keygenコマンドには、FIPSモードの Secure Shellクライアントに必要な PKCS
#8形式でユーザーの非公開鍵を生成するためのオプションがあります。詳細
は、ssh-keygen(1)のマニュアルページを参照してください。
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Secure Shellでの FIPS操作の詳細
は、sshd(1M)、sshd_config(4)、ssh(1)、ssh_config(4)の各マニュアルページを参照
してください。

Secure Shellの操作に Sun Crypto Accelerator 6000カードを使用すると、Secure Shellはレ
ベル 3の FIPS-140サポートを受けて実行されます。レベル 3のハードウェアは、物理
的な改ざんへの耐性があり、IDベースの認証を使用し、重要なセキュリティーパラ
メータを処理するインタフェースをハードウェアのほかのインタフェースから分離
するものとして認定されています。

Secure Shellの構成 (タスク)
Secure Shellは、インストール時に構成されます。デフォルトを変更するには、管理
者の介入が必要です。次のタスクは、デフォルトの一部を変更する方法を示してい
ます。

Secure Shellの構成 (タスクマップ)
次のタスクマップでは、Secure Shellの構成手順を示します。

タスク 説明 参照先

ホストに基づく認証を構
成します。

クライアントとサーバーでのホストに基
づく認証を構成します。

305ページの「ホストに基づく認証を Secure Shell
に設定する方法」

接続待ち時間を処理する
ためのバッファーサイズ
を増やします。

待ち時間の長い高帯域幅ネットワークの
ために、TCPプロパティー recv_bufの
値を増やします。

『Oracle Solaris 11.1での固定ネットワーク構成を
使用したシステムの接続』の「TCP受信
バッファーサイズの変更」

ポート転送を構成しま
す。

ユーザーがポート転送を使用できるよう
にします。

307ページの「Secure Shellのポート転送を構成す
る方法」

Secure Shellシステムデ
フォルトの例外を構成し
ます。

ユーザー、ホスト、グループ、およびア
ドレスに対して、システムデフォルトと
は異なる Secure Shellを指定します。

308ページの「Secure Shellデフォルトの
ユーザーおよびホスト例外を作成する方法」

sftp転送のために root環
境を切り離します。

ファイル転送のための保護されたディレ
クトリを提供します。

309ページの「sftpファイルのための切り離され
たディレクトリを作成する方法」
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▼ ホストに基づく認証を Secure Shellに設定する方
法
次の手順によって公開鍵システムが設定され、クライアントの公開鍵がサーバー上
での認証に使用できるようになります。また、ユーザーは、公開鍵と非公開鍵のペ
アを作成する必要があります。

この手順での「クライアント」および「ローカルホスト」という用語
は、ユーザーが sshコマンドを入力するマシンを指しています。「サーバー」およ
び「リモートホスト」という用語は、クライアントがアクセスを試みるマシンを指
しています。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

クライアントで、ホストに基づく認証を有効にします。

クライアントの構成ファイル /etc/ssh/ssh_configで、次のエントリを入力します。

HostbasedAuthentication yes

このファイルの構文については、ssh_config(4)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

サーバーで、ホストに基づく認証を有効にします。

サーバーの構成ファイル /etc/ssh/ssh_configで、同じエントリを入力します。

HostbasedAuthentication yes

このファイルの構文については、sshd_config(4)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

サーバーで、クライアントが信頼されるホストとして認識されるようにするファイ
ルを構成します。

詳細については、sshd(1M)のマニュアルページの「FILES」のセクションを参照して
ください。

■ サーバーの /etc/ssh/shosts.equivファイルへのエントリとしてクライアントを追
加します。
client-host

■ または、クライアント用のエントリをサーバー上の ~/.shostsファイルに追加す
るようにユーザーに指示することもできます。
client-host

始める前に

1
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サーバーで、sshdデーモンが信頼されるホストのリストにアクセスできるようにし
ます。

/etc/ssh/sshd_configファイルで、IgnoreRhostsを noに設定します。

## sshd_config

IgnoreRhosts no

使用するサイトの Secure Shellのユーザーが両方のホストでアカウントを持つように
します。

クライアントの公開鍵をサーバー上に置くために、次のどちらかを行います。

■ サーバー上の sshd_configファイルを変更後、クライアントの公開ホスト鍵を
~/.ssh/known_hostsファイルに追加するようにユーザーに指示します。
## sshd_config

IgnoreUserKnownHosts no

ユーザーへの指示については、311ページの「Secure Shellで使用する公開鍵と非公
開鍵のペアを生成する方法」を参照してください。

■ クライアントの公開鍵をサーバーにコピーします。

ホスト鍵は、/etc/sshディレクトリに格納されます。鍵は、通常、最初のブート
時に sshdデーモンによって生成されます。

a. サーバー上の /etc/ssh/ssh_known_hostsファイルに鍵を追加します。

クライアントで、バックスラッシュなしで 1行に次のコマンドを入力します。
# cat /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub | ssh RemoteHost \

’cat >> /etc/ssh/ssh_known_hosts && echo "Host key copied"’

b. プロンプトが表示されたら、ログインパスワードを入力します。

ファイルがコピーされると、「Host key copied」というメッセージが表示され
ます。

/etc/ssh/ssh_known_hostsファイルの各行は、スペースで区切られたフィール
ドで構成されています。

hostnames algorithm-name publickey comment

c. /etc/ssh/ssh_known_hostsファイルを編集して、コピーしたエントリの最初の
フィールドとしてRemoteHostを追加します。
## /etc/ssh/ssh_known_hosts File

RemoteHost <copied entry>

4

5

6
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ホストに基づく認証を設定する

次の例では、各ホストがサーバーおよびクライアントとして構成されます。一方の
ホストのユーザーが、他方のホストへの ssh接続を開始できます。次の構成に
よって、各ホストがサーバーおよびクライアントになります。

■ ホストごとに、 Secure Shell構成ファイルに次のエントリを入力します。

## /etc/ssh/ssh_config

HostBasedAuthentication yes

#

## /etc/ssh/sshd_config

HostBasedAuthentication yes

IgnoreRhosts no

■ ホストごとに、shosts.equivファイルに他方のホストに対するエントリを入力し
ます。

## /etc/ssh/shosts.equiv on machine2

machine1

## /etc/ssh/shosts.equiv on machine1

machine2

■ 各ホストの公開鍵を、他方のホストの /etc/ssh/ssh_known_hostsファイルに入力
します。

## /etc/ssh/ssh_known_hosts on machine2

... machine1

## /etc/ssh/ssh_known_hosts on machine1

... machine2

■ ユーザーは、両方のホストにアカウントを持ちます。

## /etc/passwd on machine1

jdoe:x:3111:10:J Doe:/home/jdoe:/bin/sh

## /etc/passwd on machine2

jdoe:x:3111:10:J Doe:/home/jdoe:/bin/sh

▼ Secure Shellのポート転送を構成する方法
ポート転送によって、ローカルポートをリモートホストに転送することができるよ
うになります。指定すると、ソケットはローカル側で、そのポートを待機しま
す。また、リモート側のポートを指定することもできます。

注 – Secure Shellのポート転送では、TCP接続を使用する必要があります。Secure Shell
は、ポート転送のためのUDP接続をサポートしていません。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

例15–1

始める前に
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ポート転送ができるようにリモートサーバーで Secure Shellの設定を構成します。

/etc/ssh/sshd_configファイルで AllowTcpForwardingの値を yesに変更します。

# Port forwarding

AllowTcpForwarding yes

Secure Shellサービスを再起動します。
remoteHost# svcadm restart network/ssh:default

永続的なサービスの管理については、『Oracle Solaris 11.1でのサービスと障害の管
理』の第 1章「サービスの管理 (概要)」および svcadm(1M)のマニュアルページを参
照してください。

ポート転送が使用できることを確認します。
remoteHost# /usr/bin/pgrep -lf sshd

1296 ssh -L 2001:remoteHost:23 remoteHost

▼ Secure Shellデフォルトのユーザーおよびホスト例
外を作成する方法
この手順では、条件付きの Matchブロックを /etc/ssh/sshd_configファイルのグ
ローバルセクションのあとに追加します。Matchブロックのあとに続くキーワードと
値のペアは、一致するものとして指定されたユーザー、グループ、ホスト、または
アドレスの例外を示しています。

solaris.admin.edit/etc/ssh/sshd_config承認が割り当てられている管理者になる必
要があります。デフォルトでは、root役割がこの承認を持っています。詳細は、
170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

/etc/ssh/sshd_configファイルを編集します。

デフォルト設定とは異なる Secure Shell設定を使用するようにユーザー、グ
ループ、ホスト、またはアドレスを構成します。

それらの Matchブロックをグローバル設定のあとに配置します。

注 –このファイルのグローバルセクションには、デフォルト設定が一覧表示される場
合もされない場合もあります。それらのデフォルトについては、sshd_config(4)のマ
ニュアルページを参照してください。

1

2

3
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TCP転送の使用を許可すべきでないユーザーが含まれている場合があります。次の
例では、グループ publicのユーザーと、testで始まるユーザー名はすべてTCP転送
を使用できません。

## sshd_config file

## Global settings

# Example (reflects default settings):

#

# Host *

# ForwardAgent no

# ForwardX11 no

# PubkeyAuthentication yes

# PasswordAuthentication yes

# FallBackToRsh no

# UseRsh no

# BatchMode no

# CheckHostIP yes

# StrictHostKeyChecking ask

# EscapeChar ~

Match Group public

AllowTcpForwarding no

Match User test*

AllowTcpForwarding no

Matchブロックの構文については、sshd_config(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

▼ sftpファイルのための切り離されたディレクトリ
を作成する方法
この手順では、sftp転送専用に作成された sftponlyディレクトリを構成しま
す。ユーザーは、この転送ディレクトリの外部のどのファイルまたはディレクトリ
も表示できません。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

Secure Shellサーバー上で、chroot環境として切り離されたディレクトリを作成しま
す。
# groupadd sftp

# useradd -m -G sftp -s /bin/false sftponly

# chown root:root /export/home/sftponly

# mkdir /export/home/sftponly/WWW

# chown sftponly:staff /export/home/sftponly/WWW

この構成で、/export/home/sftonlyは、rootアカウントのみがアクセスできる
chrootディレクトリです。ユーザーには、sftponly/WWWサブディレクトリへの書き
込み権があります。

始める前に

1
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そのままサーバー上で、sftpグループのための一致ブロックを構成します。

/etc/ssh/sshd_configファイル内で sftp subsystemエントリを見つけ、このファイル
を次のように変更します。
# pfedit /etc/ssh/sshd_config

...

# sftp subsystem

#Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server

Subsystem sftp internal-sftp

...

## Match Group for Subsystem

## At end of file, to follow all global options

Match Group sftp

ChrootDirectory %h

ForceCommand internal-sftp

AllowTcpForwarding no

次の変数を使用して chrootのパスを指定できます。

■ %h –ホームディレクトリを指定します。
■ %u –認証されたユーザーのユーザー名を指定します。
■ %% – %記号をエスケープします。

クライアント上で、構成が正しく機能することを確認します。

実際の chroot環境内のファイルは異なる可能性があります。
root@client:~# ssh sftponly@server

This service allows sftp connections only.

Connection to server closed. No shell access, sftp is enforced.
root@client:~# sftp sftponly@server

sftp> pwd sftp access granted
Remote working directory: / chroot directory looks like root directory
sftp> ls

WWW local.cshrc local.login local.profile

sftp> get local.cshrc

Fetching /local.cshrc to local.cshrc

/local.cshrc 100% 166 0.2KB/s 00:00 user can read contents
sftp> put /etc/motd

Uploading /etc/motd to /motd

Couldn’t get handle: Permission denied user cannot write to / directory
sftp> cd WWW

sftp> put /etc/motd

Uploading /etc/motd to /WWW/motd

/etc/motd 100% 118 0.1KB/s 00:00 user can write to WWW directory
sftp> ls -l

-rw-r--r-- 1 101 10 118 Jul 20 09:07 motd successful transfer
sftp>

2

3

Secure Shellの構成 (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月310



Secure Shellの使用 (タスク)
Secure Shellによって、ローカルシェルとリモートシェルの間の安全なアクセスが可
能になります。詳細は、ssh_config(4)および ssh(1)のマニュアルページを参照して
ください。

Secure Shellの使用 (タスクマップ)
次のタスクマップでは、ユーザーが Secure Shellを使用する際の手順を示します。

タスク 説明 参照先

公開鍵と非公開鍵のペアを
作成します。

公開鍵認証を必要とするサイトの Secure Shell
にアクセスできるようにします。

311ページの「Secure Shellで使用する公
開鍵と非公開鍵のペアを生成する方法」

パスフレーズを変更しま
す。

非公開鍵を認証するフレーズを変更します。 313ページの「Secure Shellの公開鍵のパ
スフレーズを変更する方法」

Secure Shellを使用してログ
インします。

リモートログイン時に、暗号化された Secure
Shell通信を行うことができるようにします。

314ページの「Secure Shellを使用してリ
モートホストにログインする方法」

パスワードのプロンプトを
表示せずに Secure Shellにロ
グインします。

パスワードを Secure Shellに提供する
エージェントを使用してログインできるよう
にします。

315ページの「Secure Shellでのパス
ワードのプロンプトを減らす方法」

rootとして Secure Shellにロ
グインします。

ZFSの sendおよび receiveコマンドのための
rootとしてのログインを有効にします。

317ページの「Secure Shellを使用して
ZFSをリモートで管理する方法」

Secure Shellのポート転送を
使用します。

TCP経由の Secure Shell接続で使用するローカ
ルポートまたはリモートポートを指定しま
す。

318ページの「Secure Shellのポート転送
を使用する方法」

Secure Shellを使用して
ファイルをコピーします。

ホスト間で安全にファイルをコピーします。 320ページの「Secure Shellを使用して
ファイルをコピーする方法」

ファイアウォールの内側の
ホストからファイア
ウォールの外側のホストに
安全に接続します。

HTTPまたは SOCKS5と互換性のある Secure
Shellのコマンドを使用して、ファイア
ウォールで分断されているホスト間を接続し
ます。

321ページの「ファイアウォール外部の
ホストへのデフォルトの Secure Shell接続
を設定する方法」

▼ Secure Shellで使用する公開鍵と非公開鍵のペアを
生成する方法
使用するサイトがホストに基づく認証またはユーザーの公開鍵認証を実装している
ときは、ユーザーは公開鍵と非公開鍵のペアを生成する必要があります。追加のオ
プションについては、ssh-keygen(1)のマニュアルページを参照してください。
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ホストに基づく認証が構成されているかどうかをシステム管理者に確認します。

鍵の生成プログラムを起動します。
myLocalHost% ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.

...

-tはアルゴリズムの種類で、rsa、dsa、rsa1のいずれかです。

鍵が格納されるファイルのパスを指定します。

デフォルトでは、RSA v2の鍵を表すファイル名 id_rsaがカッコ内に表示されま
す。このファイルを選択するときは、Returnキーを押します。代わりのファイル名
を入力することもできます。

Enter file in which to save the key (/home/jdoe/.ssh/id_rsa): <Press Return>

文字列 .pubを非公開鍵のファイル名に追加すると、自動的に公開鍵のファイル名に
なります。

鍵に使用するパスフレーズを入力します。

このパスフレーズは、非公開鍵を暗号化するときに使用されます。空文字列入力は
極力避けてください。入力したパスフレーズは表示されません。

Enter passphrase (empty for no passphrase): <Type passphrase>

確認のためにパスフレーズを再入力します。
Enter same passphrase again: <Type passphrase>
Your identification has been saved in /home/jdoe/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/jdoe/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

0e:fb:3d:57:71:73:bf:58:b8:eb:f3:a3:aa:df:e0:d1 jdoe@myLocalHost

結果を確認します。

鍵ファイルへのパスが正しいことを確認します。

% ls ~/.ssh

id_rsa

id_rsa.pub

この時点で公開鍵と非公開鍵のペアが作成されました。

始める前に
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適切なオプションを選択します。

■ 管理者がホストに基づく認証を構成しているときは、ローカルホストの公開鍵を
リモートホストにコピーする必要がある場合があります。
リモートホストにログインできるようになっています。詳細については、314
ページの「Secure Shellを使用してリモートホストにログインする方法」を参照し
てください。

a. 次のコマンドを入力します (ただし、バックスラッシュなしで 1行に入力)。
% cat /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub | ssh RemoteHost \

’cat >> ~./ssh/known_hosts && echo "Host key copied"’

b. プロンプトが表示されたら、ログインパスワードを入力します。
Enter password: <Type password>
Host key copied

%

■ 使用するサイトで公開鍵によるユーザー認証が使用されているときは、リモート
ホストの authorized_keysファイルに反映します。

a. 公開鍵をリモートホストにコピーします。
次のコマンドを入力します (ただし、バックスラッシュなしで 1行に入力)。
myLocalHost% cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub | ssh myRemoteHost \

’cat >> .ssh/authorized_keys && echo "Key copied"’

b. プロンプトが表示されたら、ログインパスワードを入力します。
ファイルがコピーされると「Key copied」というメッセージが表示されます。
Enter password: Type login password
Key copied

myLocalHost%

(省略可能)パスフレーズのプロンプトを減らします。
手順については、315ページの「Secure Shellでのパスワードのプロンプトを減らす方
法」を参照してください。詳細は、ssh-agent(1)および ssh-add(1)のマニュアル
ページを参照してください。

▼ Secure Shellの公開鍵のパスフレーズを変更する方
法
次の手順で非公開鍵が変更されることはありません。この手順は、非公開鍵 (パスフ
レーズ)の認証メカニズムを変更するものです。詳細は、ssh-keygen(1)のマニュアル
ページを参照してください。
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パスフレーズを変更します。

ssh-keygenコマンドを-pオプションを指定して入力し、プロンプトに答えます。
myLocalHost% ssh-keygen -p

Enter file which contains the private key (/home/jdoe/.ssh/id_rsa): <Press Return>
Enter passphrase (empty for no passphrase): <Type passphrase>
Enter same passphrase again: <Type passphrase>

-pは、非公開鍵ファイルのパスフレーズの変更を要求します。

▼ Secure Shellを使用してリモートホストにログイン
する方法

Secure Shellセッションを開始します。

sshコマンドを入力して、リモートホストとログインの名前を指定します。
myLocalHost% ssh myRemoteHost -l username

リモートホストの信頼性を尋ねるプロンプトが表示されます。

The authenticity of host ’myRemoteHost’ can’t be established.

RSA key fingerprint in md5 is: 04:9f:bd:fc:3d:3e:d2:e7:49:fd:6e:18:4f:9c:26

Are you sure you want to continue connecting(yes/no)?

このプロンプトは、リモートホストに初めて接続する場合には正常なプロンプトで
す。

プロンプトが表示されたら、リモートホスト鍵の信頼性を確認します。

■ リモートホストの信頼性を確認できない場合は、noと入力してシステム管理者に
連絡します。
Are you sure you want to continue connecting(yes/no)? no

システム管理者は、大域の /etc/ssh/ssh_known_hostsファイルを更新する責任が
あります。更新された ssh_known_hostsファイルでは、このようなプロンプトは
表示されません。

■ リモートホストの信頼性を確認したら、プロンプトに答えて次の手順に進みま
す。
Are you sure you want to continue connecting(yes/no)? yes

Secure Shellに対して自分を認証します。

a. プロンプトが表示されたら、自分のパスフレーズを入力します。
Enter passphrase for key ’/home/jdoe/.ssh/id_rsa’: <Type passphrase>

●
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b. プロンプトが表示されたら、アカウントのパスワードを入力します。
jdoe@myRemoteHost’s password: <Type password>
Last login: Wed Sep 7 09:07:49 2011 from myLocalHost

Oracle Corporation SunOS 5.11 September 2011

myRemoteHost%

リモートホストでトランザクションを実行します。

ユーザーが送信するコマンドはすべて暗号化されます。ユーザーが受信する応答は
すべて暗号化されます。

Secure Shellの接続を切断します。
終了したら、exitを入力するか、通常の方法でシェルを終了します。
myRemoteHost% exit

myRemoteHost% logout

Connection to myRemoteHost closed

myLocalHost%

Secure ShellでのリモートGUIの表示

この例では、jdoeは両方のシステム上の初期ユーザーであるため、Software
Installation権利プロファイルが割り当てられています。jdoeは、リモートシステム
上でパッケージマネージャーGUIを使用したいと考えています。X11Forwarding

キーワードのデフォルト値は引き続き yesであり、xauthパッケージはリモートシス
テム上にインストールされています。

% ssh -l jdoe -X myRemoteHost

jdoe@myRemoteHost’s password: <Type password>
Last login: Wed Sep 7 09:07:49 2011 from myLocalHost

Oracle Corporation SunOS 5.11 September 2011

myRemoteHost% packagemanager &

▼ Secure Shellでのパスワードのプロンプトを減らす
方法
Secure Shellの使用に際してパスフレーズやパスワードを入力しない場合
は、エージェントデーモンを使用できます。セッションを開始するときにデーモン
を起動します。次に、エージェントデーモンを使用して非公開鍵を格納するため
に、ssh-addコマンドを使用します。ホストごとにアカウントが異なる場合
は、セッションに必要な非公開鍵を追加します。

エージェントデーモンの起動は、次の手順で説明するように、必要に応じて手動で
行うことができます。
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エージェントデーモンを起動します。
myLocalHost% eval ‘ssh-agent‘

Agent pid 9892

エージェントデーモンが起動していることを確認します。
myLocalHost% pgrep ssh-agent

9892

使用する非公開鍵をエージェントデーモンに追加します。
ssh-addコマンドを入力します。
myLocalHost% ssh-add

Enter passphrase for /home/jdoe/.ssh/id_rsa: <Type passphrase>
Identity added: /home/jdoe/.ssh/id_rsa(/home/jdoe/.ssh/id_rsa)

myLocalHost%

Secure Shellセッションを開始します。
myLocalHost% ssh myRemoteHost -l jdoe

パスフレーズを要求するプロンプトは表示されません。

ssh-addオプションを使用する

この例では、jdoeが 2つの鍵をエージェントデーモンに追加します。-lオプション
は、デーモンに格納されているすべての鍵を一覧表示するために使用しま
す。セッションの最後に、-Dオプションを使用して、エージェントデーモンからす
べての鍵を削除します。

myLocalHost% ssh-agent

myLocalHost% ssh-add

Enter passphrase for /home/jdoe/.ssh/id_rsa: <Type passphrase>
Identity added: /home/jdoe/.ssh/id_rsa(/home/jdoe/.ssh/id_rsa)

myLocalHost% ssh-add /home/jdoe/.ssh/id_dsa

Enter passphrase for /home/jdoe/.ssh/id_dsa: <Type passphrase>
Identity added:

/home/jdoe/.ssh/id_dsa(/home/jdoe/.ssh/id_dsa)

myLocalHost% ssh-add -l

md5 1024 0e:fb:3d:53:71:77:bf:57:b8:eb:f7:a7:aa:df:e0:d1

/home/jdoe/.ssh/id_rsa(RSA)

md5 1024 c1:d3:21:5e:40:60:c5:73:d8:87:09:3a:fa:5f:32:53

/home/jdoe/.ssh/id_dsa(DSA)

User conducts Oracle Solaris Secure Shell transactions

myLocalHost% ssh-add -D

Identity removed:

/home/jdoe/.ssh/id_rsa(/home/jdoe/.ssh/id_rsa.pub)

/home/jdoe/.ssh/id_dsa(DSA)
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▼ Secure Shellを使用してZFSをリモートで管理する
方法
デフォルトでは、root役割は Secure Shellを使用してリモートログインできませ
ん。従来、rootは、重要なタスク (ZFSプールデータのリモートシステム上のスト
レージへの送信など)に Secure Shellを使用してきました。この手順では、root役割
は、リモートの ZFS管理者として行動できるユーザーを作成します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

両方のシステム上にユーザーを作成します。

たとえば、zfsrootユーザーを作成し、パスワードを提供します。

source # useradd -c "Remote ZFS Administrator" -u 1201 -d /home/zfsroot zfsroot

source # passwd zfsroot

Enter password:

Retype password:

#

dest # useradd -c "Remote ZFS Administrator" -u 1201 -d /home/zfsroot zfsroot

dest # passwd zfsroot

...

zfsrootユーザーは、両方のシステム上で同様に定義されている必要があります。

Secure Shell認証のためのユーザーの鍵のペアを作成します。

この鍵のペアは、ソースシステム上で作成されます。次に、公開鍵が、宛先システ
ム上の zfsrootユーザーにコピーされます。

a. 鍵のペアを生成し、それをファイル id_migrate内に格納します。
# ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/id_migrate

Generating public/private rsa key pair.

Your identification has been saved in /root/id_migrate.

Your public key has been saved in /root/id_migrate.pub.

The key fingerprint is:

3c:7f:40:ef:ec:63:95:b9:23:a2:72:d5:ea:d1:61:f0 root@source

b. 鍵のペアの公開の部分を宛先システムに送信します。
# scp ~/id_migrate.pub zfsroot@dest:

The authenticity of host ’dest (10.134.76.126)’ can’t be established.

RSA key fingerprint is 44:37:ab:4e:b7:2f:2f:b8:5f:98:9d:e9:ed:6d:46:80.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added ’dest,10.134.76.126’ (RSA) to the list of known hosts.

Password:

id_migrate.pub 100% |*****************************| 399 00:00

始める前に
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両方のシステム上で、zfsrootに ZFS File Management権利プロファイルを割り当てま
す。
source # usermod -P +’ZFS File System Management’ -S files zfsroot

dest # usermod -P +’ZFS File System Management’ -S files zfsroot

この権利プロファイルが宛先システムに割り当てられていることを確認します。
dest # profiles zfsroot

zfsroot:

ZFS File System Management

Basic Solaris User

All

宛先システム上で、鍵のペアの公開の部分を非公開の /home/zfsroot/.sshディレク
トリに移動します。
root@dest # su - zfsroot

Oracle Corporation SunOS 5.11 11.1 May 2012

zfsroot@dest $ mkdir -m 700 .ssh

zfsroot@dest $ cat id_migrate.pub >> .ssh/authorized_keys

構成が正しく機能することを確認します。
root@source# ssh -l zfsroot -i ~/id_migrate dest \

pfexec /usr/sbin/zfs snapshot zones@test

root@source# ssh -l zfsroot -i ~/id_migrate dest \

pfexec /usr/sbin/zfs destroy zones@test

(省略可能)スナップショットを作成し、そのデータを複製できることを確認します。
root@source# zfs snapshot -r rpool/zones@migrate-all

root@source# zfs send -rc rpool/zones@migrate-all | \

ssh -l zfsroot -i ~/id_migrate dest pfexec /usr/sbin/zfs recv -F zones

(省略可能) zfsrootアカウントを ZFSの管理に使用する機能を削除します。
root@dest# usermod -P -’ZFS File System Management’ zfsroot

root@dest# su - zfsroot

zfsroot@dest# cp .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys.bak

zfsroot@dest# grep -v root@source .ssh/authorized_keys.bak> .ssh/authorized_keys

▼ Secure Shellのポート転送を使用する方法
リモートホストに転送されるローカルポートを指定することができます。指定する
と、ソケットはローカル側で、そのポートを待機します。このポートからリモート
ホストへの接続は、セキュアなチャネルを介して行われます。たとえば、ポート 143

を指定すれば、IMAP4で電子メールをリモートで取得できます。また、リモート側
のポートを指定することもできます。

ポート転送を使用するために、管理者は、リモートの Secure Shellサーバーでの
ポート転送を有効にする必要があります。詳細については、307ページの「Secure
Shellのポート転送を構成する方法」を参照してください。
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ポート転送を安全に使用するために、次のオプションのどちらかを選択してくださ
い。

■ ローカルポートをリモートポートからのセキュアな通信の受信側として設定する
には、両方のポートを指定します。

リモートからの通信を待機するローカルポートを指定します。また、通信を転送
するリモートホストとリモートポートを指定します。

myLocalHost% ssh -L localPort:remoteHost:remotePort

■ リモートポートをローカルポートからのセキュアな接続の受信側として設定する
には、両方のポートを指定します。

リモートからの通信を待機するリモートポートを指定します。また、通信を転送
するローカルホストとローカルポートを指定します。

myLocalHost% ssh -R remotePort:localhost:localPort

ローカルポート転送を使用してメールを受信する

次の例は、ローカルポート転送を使用して、リモートサーバーからのメールを安全
に受信する方法を示しています。

myLocalHost% ssh -L 9143:myRemoteHost:143 myRemoteHost

このコマンドは、myLocalHostのポート9143からポート 143に接続を転送しま
す。ポート 143は、myRemoteHostの IMAP v2のサーバーポートです。ユーザーが
メールアプリケーションを起動するときは、localhost:9143にあるよう
に、ユーザーは IMAPサーバーのローカルポート番号を指定します。

localhostを myLocalHostと混同しないでください。myLocalHostは仮のホスト名で
す。localhostはローカルシステムを表すキーワードです。

リモートポート転送を使用してファイアウォールの外部と通信する

この例では、エンタープライズ環境のユーザーが、外部ネットワーク上のホストか
ら企業のファイアウォール内部のホストに接続を転送する方法を示しています。

myLocalHost% ssh -R 9022:myLocalHost:22 myOutsideHost

このコマンドは、myOutsideHost上のポート 9022からローカルホスト上のポート 22

(sshdサーバー)に接続を転送します。

myOutsideHost% ssh -p 9022 localhost

myLocalHost%

●

例15–4
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▼ Secure Shellを使用してファイルをコピーする方法
次の手順では、scpコマンドを使用して、暗号化されたファイルをホスト間でコ
ピーする方法を示します。暗号化されたファイルは、ローカルホストとリモートホ
ストとの間、または 2つのリモートホスト間でコピーできます。scpコマンドは、認
証を求めるプロンプトを表示します。詳細は、scp(1)のマニュアルページを参照して
ください。

セキュアなファイル転送プログラム sftpも使用できます。詳細は、sftp(1)のマ
ニュアルページを参照してください。例については、例 15–6を参照してください。

注 –監査サービスでは、ft監査クラスを通じて sftpトランザクションを監査できま
す。scpについては、監査サービスで sshセッションのアクセスおよび終了を監査で
きます。

セキュアなコピープログラムを起動します。

ソースファイル、リモートコピー先のユーザー名、およびコピー先ディレクトリを
指定します。

myLocalHost% scp myfile.1 jdoe@myRemoteHost:~

プロンプトが表示されたら、パスフレーズを入力します。
Enter passphrase for key ’/home/jdoe/.ssh/id_rsa’: <Type passphrase>
myfile.1 25% |******* | 640 KB 0:20 ETA

myfile.1

パスフレーズを入力すると、進行状況インジケータが表示されます。上記の出力の 2
行目が進行状況インジケータです。進行状況インジケータには、次の項目が表示さ
れます。

■ ファイル名
■ そのファイル全体に対する、転送が完了した量の割合 (%)
■ そのファイル全体に対する、転送が完了した量の割合を示すアスタリスク(*)
■ 転送が完了したデータの量
■ ファイル全体が転送されるまでの推定時間 (ETA)。推定残り時間

sftpコマンドを使用するときにポートを指定する

この例では、ユーザーは sftpコマンドで特定のポートを使用しようとしていま
す。ユーザーは -oオプションを使用してポートを指定します。

% sftp -o port=2222 guest@RemoteFileServer

1

2
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▼ ファイアウォール外部のホストへのデフォルトの
Secure Shell接続を設定する方法
Secure Shellを使用して、ファイアウォール内部のホストからファイアウォール外部
のホストに接続することができます。接続するには、構成ファイル内またはコマン
ド行オプションに sshのプロキシコマンドを指定します。コマンド行オプションに
ついては、例 15–7を参照してください。

通常は、構成ファイルを使用して、sshの対話操作をカスタマイズします。

■ 1つの方法として、~/.ssh/configの個人用構成ファイルをカスタマイズします。
■ もう 1つの方法として、管理構成ファイル /etc/ssh/ssh_configを使用します。

ファイルは、2種類のプロキシコマンドでカスタマイズできます。一方がHTTP接続
用、もう一方が SOCKS5接続用です。詳細は、ssh_config(4)のマニュアルページを
参照してください。

構成ファイルにプロキシコマンドとホストを指定します。

次の構文を使用して、必要なプロキシコマンドとホストの数に応じて行を追加しま
す。
[Host outside-host]
ProxyCommand proxy-command [-h proxy-server] \

[-p proxy-port] outside-host|%h outside-port|%p

Host outside-host
コマンド行でリモートホスト名を指定した場合、プロキシコマンド指定をインス
タンスに限定します。outside-hostでワイルドカードを使用した場合、一連のホス
トに対してプロキシコマンド指定が適用されます。

proxy-command
プロキシコマンドを指定します。

次のいずれかを指定できます。

■ HTTP接続の場合は、/usr/lib/ssh/ssh-http-proxy-connect

■ SOCKS5接続の場合は、/usr/lib/ssh/ssh-socks5-proxy-connect

-h proxy-serverと -p proxy-port
これらのオプションは、プロキシサーバーとプロキシポートをそれぞれ指定しま
す。これらのオプション
は、HTTPPROXY、HTTPPROXYPORT、SOCKS5_PORT、SOCKS5_SERVER、http_proxyなど
の、プロキシサーバーとプロキシポートを指定するどのような環境変数も
オーバーライドします。http_proxy変数はURLを指定します。これらのオプ
ションを指定しない場合、適切な環境変数を設定する必要があります。詳細
は、ssh-socks5-proxy-connect(1)および ssh-http-proxy-connect(1)のマニュアル
ページを参照してください。

1
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outside-host
接続先のホストを指定します。%h代入引数を使うとコマンド行からホストを指定
できます。

outside-port
接続先のポートを指定します。%p代入引数を使うとコマンド行からポートを指定
できます。Host outside-hostオプションを使わずに %hと %pを指定した場合、sshコ
マンドが呼び出されるたびに、引数に指定されたホストにプロキシコマンドが適
用されます。

外部のホストを指定して、Secure Shellを実行します。
たとえば、次のように入力します。
myLocalHost% ssh myOutsideHost

このコマンドは、個人用構成ファイル内で myOutsideHostのプロキシコマンド指定を
検索します。指定が検出されない場合、このコマンドは、システム全体の構成
ファイル /etc/ssh/ssh_configから検索します。プロキシコマンドが sshコマンドに
置き換わります。

Secure Shellコマンド行からのファイアウォール外部のホストへの接続

321ページの「ファイアウォール外部のホストへのデフォルトの Secure Shell接続を設
定する方法」では、構成ファイル内でプロキシコマンドを指定する方法について説
明しています。この例では、プロキシコマンドを sshコマンド行で指定します。

% ssh -o’Proxycommand=/usr/lib/ssh/ssh-http-proxy-connect \

-h myProxyServer -p 8080 myOutsideHost 22’ myOutsideHost

sshコマンドの -oオプションには、プロキシコマンドを指定するコマンド行を入力
できます。この例のコマンドは次のことを行います。

■ sshをHTTPプロキシコマンドに置き換える
■ プロキシサーバーとして、ポート 8080および myProxyServerを使用する
■ myOutsideHostのポート 22に接続する

2
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Secure Shell (参照)

この章では、Oracle Solarisの Secure Shell機能に含まれる構成オプションについて説
明します。この章の内容は次のとおりです。

■ 323ページの「標準的な Secure Shellセッション」
■ 326ページの「Secure Shellでのクライアントとサーバーの構成」
■ 326ページの「Secure Shellでのキーワード」
■ 333ページの「Secure Shellでの既知のホストの管理」
■ 333ページの「Secure Shellファイル」
■ 335ページの「Secure Shellコマンド」

Secure Shellを構成する手順については、第 15章「Secure Shellの使用」を参照してく
ださい。

標準的な Secure Shellセッション
Secure Shellデーモン (sshd)は通常、ネットワークサービスが開始されるブート時に
ブートされます。デーモンは、クライアントからの接続を待機します。Secure Shell
セッションは、ssh、scp、または sftpコマンドが実行されると開始します。接続を
受信するたびに、新しい sshdデーモンがフォークされます。フォークされたデーモ
ンは、鍵の交換、暗号化、認証、コマンドの実行、およびクライアントとのデータ
交換を行います。Secure Shellセッションの特性は、クライアント構成ファイルと
サーバー構成ファイルによって決定されます。コマンド行引数は、構成ファイルの
設定をオーバーライドできます。

クライアントとサーバーは、相互に認証する必要があります。認証に成功したあ
と、ユーザーはコマンドをリモートで実行でき、ホスト間でデータをコピーできま
す。
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Secure Shellでのセッションの特性
サーバー側の sshdデーモンの動作は、/etc/ssh/sshd_configファイルのキーワード
を設定することで変更できます。たとえば、sshd_configファイルによ
り、サーバーにアクセスするときに使用する認証タイプを変更できま
す。サーバー側の動作は、sshdデーモンを起動するときに、コマンド行オプション
によって変更することもできます。

クライアント側の動作は、Secure Shellのキーワードで変更できます。キーワードの
優先順位は次のとおりです。

■ コマンド行オプション
■ ユーザーの構成ファイル (~/.ssh/config)
■ システム全体の構成ファイル (/etc/ssh/ssh_config)

たとえば、ユーザーは、コマンド行で -c aes256-ctr,aes128-ctr,arcfourを指定する
ことによって、aes128-ctrを優先しているシステム全体の構成 Ciphersの設定を
オーバーライドできます。これで、最初の暗号化方式 aes256-ctrが優先されるよう
になります。

Secure Shellでの認証と鍵の交換
Secure Shellプロトコルは、クライアントユーザー/ホストの認証、およびサーバーホ
ストの認証をサポートしています。Secure Shellセッションを保護するために、暗号
化鍵が交換されます。Secure Shellは、認証と鍵交換のためのさまざまな方法を提供
します。その中には、任意のものもあります。クライアント認証メカニズム
は、表 15–1に一覧表示されています。サーバーは、既知のホスト公開鍵を使用して
認証されます。

認証については、Secure Shellはユーザー認証と、通常はパスワードを必要とする汎
用対話型認証をサポートしています。Secure Shellはまた、ユーザー公開鍵と信頼で
きるホスト公開鍵による認証もサポートしています。鍵は、RSAの場合とDSAの場
合があります。セッション鍵の交換は、サーバー認証手順で署名される
Diffie-Hellman短期鍵の交換で構成されます。さらに、Secure Shellは認証にGSS資格
を使用することもできます。

Secure ShellでのGSS資格の取得
Secure Shellで認証のためにGSS-APIを使用するには、サーバーがGSS-APIのアクセ
プタの資格を持ち、クライアントがGSS-APIのイニシエータの資格を持つ必要があ
ります。mech_dhおよび mech_krb5がサポートされています。

mech_dhでは、サーバーは、rootが keyloginコマンドを実行すると、GSS-APIアクセ
プタの資格を持ちます。
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mech_krb5では、サーバーは、サーバーに対応するホスト主体が
/etc/krb5/krb5.keytabで有効なエントリを持つと、GSS-APIアクセプタの資格を持
ちます。

クライアントは、次のどちらかによって、mech_dhに対するイニシエータの資格を持
ちます。

■ keyloginコマンドが実行された。
■ pam_dhkeysモジュールが pam.confファイルで使用されている。

クライアントは、次のどちらかによって、mech_krb5に対するイニシエータの資格を
持ちます。

■ kinitコマンドが実行された。
■ pam_krb5モジュールが pam.confファイルで使用されている。

Secure RPCでの mech_dhの使用方法については、第 18章「ネットワークサービスの
認証 (タスク)」を参照してください。mech_krb5の使用方法について
は、第 19章「Kerberosサービスについて」を参照してください。メカニズムの詳細
は、mech(4)および mech_spnego(5)のマニュアルページを参照してください。

Secure Shellでのコマンドの実行とデータの転送
認証が完了すると、ユーザーは通常、シェルまたはコマンド実行を要求して Secure
Shellを使用します。ユーザーは、sshのオプションを使用して、要求を行うことがで
きます。要求には、擬似端末の配置、X11またはTCP/IPの接続の転送、セキュアな
接続上での ssh-agent認証プログラムの有効化などがあります。

ユーザーセッションの基本手順は次のとおりです。

1. ユーザーがシェルまたはコマンドの実行を要求し、セッションモードを開始しま
す。

セッションモードでは、クライアント側では、データは端末を通して送受信され
ます。また、サーバー側ではシェルまたはコマンドを介して送受信されます。

2. データの転送が完了すると、ユーザープログラムは終了します。
3. 既存の接続を除いて、すべてのX11接続とTCP/IP接続の転送を停止します。既
存のX11接続とTCP/IP接続は、開いたままです。

4. サーバーは、終了ステータスのメッセージをクライアントに送信します。開いた
ままになっていた転送先のポートなど、すべての接続が切断されると、クライア
ントはサーバーへの接続を切断します。その後、クライアントが終了します。
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Secure Shellでのクライアントとサーバーの構成
Secure Shellセッションの特性は、構成ファイルで変更できます。構成ファイルに対
しては、コマンド行オプションを使用することで、ある程度オーバーライドできま
す。

Secure Shellでのクライアントの構成
ほとんどの場合、Secure Shellセッションのクライアント側の特性は、システム全体
の構成ファイル (/etc/ssh/ssh_config)によって決定されます。ssh_configファイル
内の設定は、ユーザーの構成ファイル (~/.ssh/config)にオーバーライドされま
す。さらに、ユーザーはこれらの構成ファイルをコマンド行でオーバーライドでき
ます。

サーバーの /etc/ssh/sshd_configファイル内の設定によって、クライアント側のど
の要求がサーバーによって許可されるかが決まります。サーバー構成の設定の一覧
については、326ページの「Secure Shellでのキーワード」を参照してください。詳細
は、sshd_config(4)のマニュアルページを参照してください。

クライアントの構成ファイルのキーワードは、326ページの「Secure Shellでの
キーワード」に一覧表示されています。キーワードにデフォルト値がある場合
は、その値が指定されます。これらのキーワードについて
は、ssh(1)、scp(1)、sftp(1)、および ssh_config(4)のマニュアルページに詳細を記載
しています。アルファベット順のキーワードとそれと同等のコマンド行の
オーバーライドの一覧については、表 16–8を参照してください。

Secure Shellでのサーバーの構成
サーバー側の Secure Shellセッションの特性は、/etc/ssh/sshd_configファイルに
よって管理されます。サーバーの構成ファイルのキーワードは、326ページ
の「Secure Shellでのキーワード」に一覧表示されています。キーワードにデフォル
ト値がある場合は、その値が指定されます。キーワードの詳細について
は、sshd_config(4)のマニュアルページを参照してください。

Secure Shellでのキーワード
次の表は、キーワードおよびそのデフォルト値 (存在する場合)の一覧で
す。キーワードはアルファベット順になっています。クライアントに適用される
キーワードは、ssh_configファイルにあります。サーバーに適用されるキーワード
は、sshd_configファイルにあります。両方のファイルで設定されているキーワード
もあります。v1プロトコルが動作している Secure Shellサーバーのキーワードには
マークが付いています。
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表 16–1 Secure Shell構成ファイル内のキーワード (AからEscapeまで)

キーワード デフォルト値 場所

AllowGroups デフォルトなし サーバー

AllowTcpForwarding yes サーバー

AllowUsers デフォルトなし サーバー

AuthorizedKeysFile ~/.ssh/authorized_keys サーバー

Banner /etc/issue サーバー

Batchmode no クライアン
ト

BindAddress デフォルトなし クライアン
ト

CheckHostIP yes クライアン
ト

ChrootDirectory no サーバー

Cipher blowfish、3des クライアン
ト

Ciphers aes128-ctr、 aes128-cbc、 3des-cbc、
blowfish-cbc、 arcfour

両方

ClearAllForwardings no クライアン
ト

ClientAliveCountMax 3 サーバー

ClientAliveInterval 0 サーバー

Compression no 両方

CompressionLevel デフォルトなし クライアン
ト

ConnectionAttempts 1 クライアン
ト

ConnectTimeout システムのTCPタイムアウト クライアン
ト

DenyGroups デフォルトなし サーバー

DenyUsers デフォルトなし サーバー

DisableBanner no クライアン
ト
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表 16–1 Secure Shell構成ファイル内のキーワード (AからEscapeまで) (続き)
キーワード デフォルト値 場所

DynamicForward デフォルトなし クライアン
ト

EscapeChar ~ クライアン
ト

表 16–2 Secure Shell構成ファイル内のキーワード (Fallから Localまで)

キーワード デフォルト値 場所

FallBackToRsh no クライア
ント

ForwardAgent no クライア
ント

ForwardX11 no クライア
ント

ForwardX11Trusted yes クライア
ント

GatewayPorts no 両方

GlobalKnownHostsFile /etc/ssh/ssh_known_hosts クライア
ント

GSSAPIAuthentication yes 両方

GSSAPIDelegateCredentials no クライア
ント

GSSAPIKeyExchange yes 両方

GSSAPIStoreDelegateCredentials yes サーバー

HashKnownHosts no クライア
ント

Host *詳細については、331ページ
の「Secure Shellでのホスト固有
のパラメータ」を参照してくだ
さい。

クライア
ント

HostbasedAuthentication no 両方

HostbasedUsesNameFromPacketOnly no サーバー

HostKey /etc/ssh/ssh_host_key サーバー、
v1
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表 16–2 Secure Shell構成ファイル内のキーワード (Fallから Localまで) (続き)
キーワード デフォルト値 場所

HostKey /etc/ssh/host_rsa_key、
/etc/ssh/host_dsa_key

サーバー

HostKeyAlgorithms ssh-rsa、ssh-dss クライア
ント

HostKeyAlias デフォルトなし クライア
ント

HostName デフォルトなし クライア
ント

IdentityFile ~/.ssh/id_dsa、~/.ssh/id_rsa クライア
ント

IgnoreIfUnknown デフォルトなし クライア
ント

IgnoreRhosts yes サーバー

IgnoreUserKnownHosts yes サーバー

KbdInteractiveAuthentication yes 両方

KeepAlive yes 両方

KeyRegenerationInterval 3600 (秒) サーバー

ListenAddress デフォルトなし サーバー

LocalForward デフォルトなし クライア
ント

表 16–3 Secure Shell構成ファイル内のキーワード (LoginからRまで)

キーワード デフォルト値 場所

LoginGraceTime 120 (秒) サーバー

LogLevel info 両方

LookupClientHostnames yes サーバー

MACs hmac-sha1、hmac-md5 両方

Match デフォルトなし サーバー

MaxStartups 10:30:60 サーバー

NoHostAuthenticationForLocalHost no クライアン
ト
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表 16–3 Secure Shell構成ファイル内のキーワード (LoginからRまで) (続き)
キーワード デフォルト値 場所

NumberOfPasswordPrompts 3 クライアン
ト

PAMServiceName デフォルトなし サーバー

PAMServicePrefix デフォルトなし サーバー

PasswordAuthentication yes 両方

PermitEmptyPasswords no サーバー

PermitRootLogin no サーバー

PermitUserEnvironment no サーバー

PidFile /system/volatile/sshd.pid サーバー

Port 22 両方

PreferredAuthentications hostbased,publickey,keyboard-

interactive,passwor

クライアン
ト

PreUserauthHook デフォルトなし サーバー

PrintLastLog yes サーバー

PrintMotd no サーバー

Protocol 2,1 両方

ProxyCommand デフォルトなし クライアン
ト

PubkeyAuthentication yes 両方

RekeyLimit 1Gから 4G クライアン
ト

RemoteForward デフォルトなし クライアン
ト

RhostsAuthentication no サーバー、
v1

RhostsRSAAuthentication no サーバー、
v1

RSAAuthentication no サーバー、
v1
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表 16–4 Secure Shell構成ファイル内のキーワード (SからXまで)

キーワード デフォルト値 場所

ServerAliveCountMax 3 クライアン
ト

ServerAliveInterval 0 クライアン
ト

ServerKeyBits 512から 768 サーバー、
v1

StrictHostKeyChecking ask クライアン
ト

StrictModes yes サーバー

Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server サーバー

SyslogFacility auth サーバー

UseFIPS140 no 両方

UseOpenSSLEngine yes 両方

UsePrivilegedPort no 両方

User デフォルトなし クライアン
ト

UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts クライアン
ト

UseRsh no クライアン
ト

VerifyReverseMapping no サーバー

X11DisplayOffset 10 サーバー

X11Forwarding yes サーバー

X11UseLocalHost yes サーバー

XAuthLocation /usr/bin/xauth 両方

Secure Shellでのホスト固有のパラメータ
ローカルホストごとに異なる Secure Shell特性を使用すると便利な場合、システム管
理者は適用される /etc/ssh/ssh_configファイルにホストまたはその正規表現形式に
従って別々のパラメータセットを定義できます。ファイル内のエントリを、Host
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キーワードでグループ化してください。Hostキーワードを使用しない場合、クライ
アント構成ファイル内のエントリは、ユーザーが使用しているローカルホストに適
用されます。

Secure Shellおよびログインの環境変数
次の Secure Shellキーワードが sshd_configファイル内に設定されていない場合
は、/etc/default/loginファイル内の同等のエントリから値が取得されます。

/etc/default/loginのエントリ sshd_configのキーワードと値

CONSOLE=* PermitRootLogin=without-password

#CONSOLE=* PermitRootLogin=yes

PASSREQ=YES PermitEmptyPasswords=no

PASSREQ=NO PermitEmptyPasswords=yes

#PASSREQ PermitEmptyPasswords=no

TIMEOUT=secs LoginGraceTime=secs

#TIMEOUT LoginGraceTime=120

RETRIESおよび SYSLOG_FAILED_LOGINS passwordおよび keyboard-interactive認証方式にのみ適
用される

次の変数は、ユーザーのログインシェルから初期化スクリプトで設定され、sshd

デーモンによってその値が使用されます。変数が設定されていない場合に
は、デーモンはデフォルト値を使用します。

TIMEZONE TZ環境変数の設定を制御します。設定されていない場合、sshdデーモ
ンの起動時のTZの値を使用します。

ALTSHELL SHELL環境変数の設定を制御します。デフォルトは ALTSHELL=YES

で、sshdデーモンはユーザーのシェルの値を使用します。ALTSHELL=NO

の場合、SHELLの値は設定されません。

PATH PATH環境変数の設定を制御します。値が設定されていない場合、デ
フォルトのパスは /usr/binになります。

SUPATH rootに対する PATH環境変数の設定を制御します。値が設定されていな
い場合、デフォルトのパスは /usr/sbin:/usr/binになります。

詳細は、login(1)および sshd(1M)のマニュアルページを参照してください。
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Secure Shellでの既知のホストの管理
ホスト間の通信を安全に行うには、各ローカルホストの /etc/ssh/ssh_known_hosts

ファイルにサーバーの公開鍵を格納する必要があります。 /etc/ssh/ssh_known_hosts

ファイルを更新するときに、スクリプトを使用することもできますが、セキュリ
ティーが大幅に低下するため、使用しないことを強くお勧めします。

/etc/ssh/ssh_known_hostsファイルを配布するときは、次のようなセキュアなメカニ
ズムで行う必要があります。

■ Secure Shell、IPsec、またはKerberosを使用した ftpなどのセキュアな接続を使用
して、既知の信頼できるマシンから配布する

■ システムインストール時に配布する

侵入者が known_hostsファイルに偽の公開鍵を挿入してアクセス権を取得する可能性
を避けるため、ssh_known_hostsファイルの信頼できる既知のソースを使用するよう
にしてください。ssh_known_hostsファイルは、インストール中に配布できます。あ
とで、scpコマンドを使用するスクリプトを使用して、最新バージョンを取り込むこ
ともできます。

Secure Shellファイル
次の表に、重要な Secure Shellファイルと推奨されるファイルアクセス権を示しま
す。

表 16–5 Secure Shellファイル

ファイル名 説明 推奨アクセス権と所有者

/etc/ssh/sshd_config sshd (Secure Shellデーモン)の構成データを含みます。 -rw-r--r-- root

/etc/ssh/ssh_host_dsa_key

または
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key

ホスト非公開鍵を含みます。 -rw------- root

host-private-key.pub ホスト公開鍵を含みます。/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

など。ホスト鍵をローカル known_hostsファイルにコピーす
るときに使用します。

-rw-r--r-- root

/system/volatile/sshd.pid Secure Shellデーモン sshdのプロセス IDを含みます。複数の
デーモンが実行されている場合は、起動された最後の
デーモンを含みます。

-rw-r--r-- root

~/.ssh/authorized_keys ユーザーアカウントへのログインが許可されている
ユーザーの公開鍵を保持します。

-rw-r--r-- username
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表 16–5 Secure Shellファイル (続き)
ファイル名 説明 推奨アクセス権と所有者

/etc/ssh/ssh_known_hosts このクライアントがセキュアな通信を行うことのできるす
べてのホストのホスト公開鍵を含みます。このファイルは
システム管理者が管理します。

-rw-r--r-- root

~/.ssh/known_hosts このクライアントがセキュアな通信を行うことのできるす
べてのホストのホスト公開鍵を含みます。このファイルは
自動的に管理されます。ユーザーが未知のホストに接続す
ると、リモートホスト鍵がファイルに追加されます。

-rw-r--r-- username

/etc/default/login 対応する sshd_configパラメータが設定されていないとき
の、sshdデーモンのデフォルトを指定します。

-r--r--r-- root

/etc/nologin このファイルが存在する場合、sshdデーモンは rootのログ
インのみを許可します。このファイルの内容は、ログイン
しようとするユーザーに対して表示されます。

-rw-r--r-- root

~/.rhosts ホスト名とユーザー名のペアを含みます。ユーザーは、対
応するホストにパスワードを使用しないでログインできま
す。このファイルは、rlogindデーモンおよび rshdデーモ
ンでも使用されます。

-rw-r--r-- username

~/.shosts ホスト名とユーザー名のペアを含みます。ユーザーは、対
応するホストにパスワードを使用しないでログインできま
す。このファイルは、ほかのユーティリティーでは使用さ
れません。詳細については、sshd(1M)のマニュアルページ
の「FILES」セクションを参照してください。

-rw-r--r-- username

/etc/hosts.equiv .rhosts認証で使用されるホストを含みます。このファイル
は、rlogindデーモンおよび rshdデーモンでも使用されま
す。

-rw-r--r-- root

/etc/ssh/shosts.equiv ホストに基づく認証で使用されるホストを含みます。この
ファイルは、ほかのユーティリティーでは使用されませ
ん。

-rw-r--r-- root

~/.ssh/environment ログイン時の初期割り当てを含みます。デフォルトで
は、このファイルは読み取られません。このファイルを読
み取るには、sshd_configファイルの PermitUserEnvironment

キーワードが yesに設定されている必要があります。

-rw-r--r-- username

~/.ssh/rc ユーザーシェルが起動する前に実行される初期化ルーチン
を含みます。初期化ルーチンの例については、sshd(1M)の
マニュアルページを参照してください。

-rw-r--r-- username

/etc/ssh/sshrc システム管理者が用意したホスト固有の初期化ルーチンを
含みます。

-rw-r--r-- root

/etc/ssh/ssh_config クライアントシステムでのシステム設定を構成します。 -rw-r--r-- root
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表 16–5 Secure Shellファイル (続き)
ファイル名 説明 推奨アクセス権と所有者

~/.ssh/config システム設定をオーバーライドするユーザー設定を構成し
ます。

-rw-r--r-- username

注 – sshd_configファイルは、サイトでカスタマイズされたパッケージのファイルで
オーバーライドできます。詳細は、pkg(5)のマニュアルページにある overlayファイ
ル属性の定義を参照してください。

次の表は、キーワードまたはコマンドオプションにオーバーライドされる Secure
Shellファイルの一覧です。

表 16–6 オーバーライドされる Secure Shellファイルの場所

ファイル名 キーワードのオーバーライド コマンド行のオーバーライド

/etc/ssh/ssh_config ssh -F config-file

scp -F config-file

~/.ssh/config ssh -F config-file

/etc/ssh/host_rsa_key

/etc/ssh/host_dsa_key

HostKey

~/.ssh/identity

~/.ssh/id_dsa, ~/.ssh/id_rsa

IdentityFile ssh -i id-file

scp -i id-file

~/.ssh/authorized_keys AuthorizedKeysFile

/etc/ssh/ssh_known_hosts GlobalKnownHostsFile

~/.ssh/known_hosts UserKnownHostsFile

IgnoreUserKnownHosts

Secure Shellコマンド
次の表は、主要な Secure Shellコマンドのサマリーです。
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表 16–7 Secure Shellでのコマンド

コマンドのマニュアル
ページ 説明

ssh(1) ユーザーをリモートマシンにログインさせ、リモートマシン上でコマンドを安全に実行しま
す。sshコマンドは、セキュアでないネットワークを介して 2つの信頼できないホスト間でセ
キュアな暗号化通信を行うことを可能にします。X11接続と任意のTCP/IPポートも、セ
キュアなチャネルを介して転送されます。

sshd(1M) Secure Shell用のデーモンです。このデーモンは、クライアントからの接続を待機します。セ
キュアでないネットワークを介して 2つの信頼できないホスト間でセキュアな暗号化通信を
行うことを可能にします。

ssh-add(1) RSAまたはDSA IDを認証エージェント ssh-agentに追加します。IDは「鍵」とも呼ばれま
す。

ssh-agent(1) 公開鍵認証時に使用される非公開鍵を保持します。ssh-agentプログラムは、Xセッションま
たはログインセッションの開始時に起動します。ほかのすべてのウィンドウおよびプログラ
ムは、ssh-agentプログラムのクライアントとして起動します。環境変数を使用すれ
ば、ユーザーが sshコマンドを使用してほかのシステムにログインするときに、エージェン
トを検出して認証に使用することができます。

ssh-keygen(1) Secure Shellの認証鍵を生成および管理します。

ssh-keyscan(1) 多数の Secure Shellホストの公開鍵を収集します。ssh_known_hostsファイルの作成および検証
時に役立ちます。

ssh-keysign(1M) sshコマンドがローカルホスト上のホスト鍵にアクセスするときに使用します。Secure Shell v2
によるホストに基づく認証中に必要となるデジタル署名を生成します。このコマンド
は、ユーザーではなく sshコマンドによって呼び出されます。

scp(1) 暗号化された sshトランスポートを介して、ネットワーク上のホスト間でファイルを安全に
コピーします。rcpコマンドと異なり、scpコマンドは、パスワード情報が認証に必要な場
合、パスワードまたはパスフレーズを要求します。

sftp(1) ftpコマンドと同様の対話型ファイル転送プログラムです。ftpコマンドと異なり、sftpコマ
ンドは、暗号化された sshトランスポートを介してすべての操作を実行します。このコマン
ドは、指定したホスト名に接続してログインし、対話型コマンドモードに入ります。

次の表は、Secure Shellのキーワードをオーバーライドするコマンドオプションの一
覧です。キーワードは、ssh_configファイルおよび sshd_configファイルで指定しま
す。

表 16–8 Secure Shellのキーワードに相当するコマンド行

キーワード sshコマンド行のオーバーライド scpコマンド行のオーバーライド

BatchMode scp -B

BindAddress ssh -b bind-addr scp -a bind-addr
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表 16–8 Secure Shellのキーワードに相当するコマンド行 (続き)
キーワード sshコマンド行のオーバーライド scpコマンド行のオーバーライド

Cipher ssh -c cipher scp -c cipher

Ciphers ssh -c cipher-spec scp -c cipher-spec

Compression ssh -C scp -C

DynamicForward ssh -D SOCKS4-port

EscapeChar ssh -e escape-char

ForwardAgent ssh -A (有効)

ssh -a (無効)

ForwardX11 ssh -X (有効)

ssh -x (無効)

GatewayPorts ssh -g

IPv4 ssh -4 scp -4

IPv6 ssh -6 scp -6

LocalForward ssh -L localport:remotehost:remoteport

MACS ssh -m mac-spec

Port ssh -p port scp -P port

Protocol ssh -2 (v2のみ)

RemoteForward ssh -R remoteport:localhost:localport

Secure Shellコマンド

第 16章 • Secure Shell (参照) 337



338



簡易認証セキュリティー層の使用

この章では、簡易認証セキュリティー層 (SASL)について説明します。

■ 339ページの「SASL (概要)」
■ 340ページの「SASL (参照)」

SASL (概要)
簡易認証セキュリティー層 (SASL)は、ネットワークプロトコルに認証サービスとセ
キュリティーサービス (オプション)を提供するフレームワークです。アプリ
ケーションは、SASLライブラリ /usr/lib/libsasl.soを呼び出します。SASLライブ
ラリは、アプリケーションと各種 SASLメカニズムを結び付ける層の役割を果たしま
す。このメカニズムは、認証プロセスや、オプションのセキュリティーサービスの
提供時に使用されます。SASLのバージョンはCyrus SASLから派生したものです
が、少し変更されています。

SASLは、次のサービスを提供します。

■ プラグインを読み込む

■ アプリケーションから必要なセキュリティーオプションを判断してセキュリ
ティーメカニズムの選択を支援する

■ アプリケーションで使用可能なプラグインを一覧表示する

■ 特定の認証の試みに対して、使用可能なメカニズムの一覧から最適なメカニズム
を選択する

■ アプリケーションと選択されたメカニズムの間で認証データのルーティングを指
定する

■ アプリケーションに返す SASLネゴシエーションに関する情報を提供する
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SASL (参照)
次のセクションでは、SASLの実装についての情報を提供します。

SASLプラグイン
SASLプラグインは、セキュリティーメカニズム、ユーザーの正規化、および補助プ
ロパティーの検索をサポートします。デフォルトでは、動的に読み込まれる 32
ビットのプラグインは /usr/lib/saslにインストールされ、64ビットのプラグインは
/usr/lib/sasl/$ISAにインストールされます。次のセキュリティーメカニズムプラ
グインが提供されます。

crammd5.so.1 CRAM-MD5。認証のみをサポートし、承認はサポートしません

digestmd5.so.1 DIGEST-MD5。認証、整合性、機密性のほか、承認もサポートし
ます

gssapi.so.1 GSSAPI。認証、整合性、機密性のほか、承認もサポートしま
す。GSSAPIセキュリティーメカニズムには、機能している
Kerberos基盤が必要です。

plain.so.1 PLAIN。認証と承認をサポートします。

さらに、 EXTERNALセキュリティーメカニズムのプラグインと INTERNAL
ユーザー正規化プラグインが、libsasl.so.1に装備されています。EXTERNALメカ
ニズムは、認証と承認をサポートします。外部のセキュリティーソースによって提
供された場合には、整合性と機密性がサポートされます。INTERNALプラグイン
は、必要に応じて、レルム名をユーザー名に追加します。

Oracle Solarisのリリースは、現時点では auxpropプラグインを提供していませ
ん。CRAM-MD5およびDIGEST-MD5メカニズムプラグインをサーバー側で完全に機
能させるには、ユーザーは auxpropプラグインを用意して平文のパスワードを取り出
す必要があります。PLAINプラグインでは、さらに、パスワードを検証できるよう
にするために追加のサポートが必要です。パスワード検証に利用できるものは、
サーバーアプリケーションへのコールバック、auxpropプラグイン、saslauthd、ま
たは pwcheckのいずれかです。salauthdデーモンおよび pwcheckデーモンは、今回の
Oracle Solarisのリリースでは提供されません。相互運用性を向上させるため
に、サーバーアプリケーションは、mech_list SASLオプションによって完全に機能
するメカニズムに制限してください。

SASLの環境変数
デフォルトでは、クライアントの認証名は getenv("LOGNAME")に設定されます。この
変数は、クライアントまたはプラグインによってリセットすることができます。
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SASLのオプション
libsaslおよびプラグインの動作は、/etc/sasl/app.confファイルで設定可能なオプ
ションを使用してサーバー上で変更することができます。変数 appは、サーバー定
義のアプリケーション名です。サーバー appのドキュメントでは、サーバー定義の
アプリケーション名が指定されています。

サポートしているオプションは、次のとおりです。

auto_transition ユーザーが平文認証に成功すると、自動的にそのユーザーを
ほかのメカニズムに切り替えます。

auxprop_login 使用する補助プロパティープラグインの名前を列挙します。

canon_user_plugin 使用する canon_userプラグインを選択します。

mech_list サーバーアプリケーションが使用可能なメカニズムを列挙し
ます。

pwcheck_method パスワードを検証するために使用するメカニズムを列挙しま
す。現在は、auxpropが唯一使用可能な値です。

reauth_timeout 迅速に再認証するために認証情報がキャッシュされる時間の
長さを分単位で設定します。このオプション
は、DIGEST-MD5プラグインで使用されます。このオプ
ションを 0に設定すると、再認証が無効になります。

次のオプションはサポートされません。

plugin_list 使用可能なメカニズムを列挙します。このオプションは、プラグ
インの動的な読み込みの動作を変えるため、使用されなくなりま
した。

saslauthd_path saslauthdデーモンとの通信に使用される saslauthdドアの場所を
定義します。saslauthdデーモンは、Oracle Solarisリリースに組み
込まれていません。このため、このオプションも組み込まれてい
ません。

keytab GSSAPIプラグインによって使用される keytabファイルの場所を
定義します。代わりに KRB5_KTNAME環境変数を使用して、デ
フォルトの keytabの場所を設定します。

次のオプションは、Cyrus SASLでは用意されていません。ただし、Oracle Solarisリ
リースでは追加されています。

use_authid GSSクライアントセキュリティーコンテキストの作成時に、デフォル
トの資格を使用するのではなく、クライアントの資格を取得しま
す。デフォルトでは、デフォルトのクライアントKerberos識別情報が
使用されます。

SASL (参照)
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log_level サーバーのログのレベルを設定します。

SASL (参照)
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ネットワークサービスの認証 (タスク)

この章では、Secure RPCを使用してNFSマウントでホストとユーザーを認証する方
法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

■ 343ページの「Secure RPCの概要」
■ 348ページの「Secure RPCによる認証の管理 (タスク)」

Secure RPCの概要
Secure RPC (リモート手続き呼び出し)では、認証メカニズムを使用してリモート手続
きを保護します。Diffie-Hellman認証メカニズムは、サービスを要求するホストと
ユーザーを認証します。この認証メカニズムはデータ暗号化規格 (Data Encryption
Standard、DES)暗号化を使用します。Secure RPCを使用するアプリケーションに
は、NFSとNISネームサービスが含まれます。

NFSサービスと Secure RPC
NFSを使用すると、複数のホストがネットワーク経由でファイルを共有できま
す。NFSサービスでは、サーバーは、複数のクライアントから利用できるデータと
リソースを保持します。クライアントは、サーバーがクライアントと共有する
ファイルシステムにアクセスできます。クライアントシステムにログインした
ユーザーは、ファイルシステムをサーバーからマウントすることによって、その
ファイルシステムにアクセスできます。このとき、クライアントシステム上の
ユーザーには、ファイルはクライアントのローカルファイルシステム上にあるよう
に見えます。NFSのもっとも一般的な使用形態の 1つは、システムを各オフィスにイ
ンストールして、すべてのユーザーファイルを 1箇所で集中管理することで
す。mountコマンドの -nosuidオプションなどのいくつかのNFS機能を使用する
と、権限を持たないユーザーがデバイスやファイルシステムにアクセスすることを
禁止できます。
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NFSサービスでは Secure RPCを使用して、要求を出したユーザーをネットワーク上
で認証します。このプロセスは、Secure NFSと呼ばれます。Diffie-Hellman認証メカ
ニズム AUTH_DHは、DES暗号化を使用し、承認されたアクセスを保証しま
す。AUTH_DHメカニズムは、AUTH_DESとも呼ばれてきました。詳細については、次を
参照してください。

■ Secure NFSを設定および管理するには、『Oracle Solaris 11.1でのネットワーク
ファイルシステムの管理』の「Secure NFSシステムの管理」を参照してくださ
い。

■ RPC認証トランザクションの概要については、345ページの「Diffie-Hellman認証
の実装」を参照してください。

Kerberos認証
Kerberosは、マサチューセッツ工科大学 (MIT)で開発された認証システムで
す。KerberosにはDESに基づく暗号化もあります。Kerberos V4は、Secure RPCでは
サポートされていません。クライアント側とサーバー側には、RPCSEC_GSSを使用
するKerberos V5がこのリリースに実装されています。詳細は、409ページ
の「Kerberos NFSサーバーを構成する方法」を参照してください。

Secure NFSでのDES暗号化
データ暗号化規格 (Data Encryption Standard、DES)暗号化機能は 56ビットの鍵を使用
して、データを暗号化します。資格を持つ 2人のユーザー、すなわち主体が同じDES
鍵を知っている場合、その鍵を使用してテキストを暗号化または復号化することに
よって、プライベートに通信できます。DESは比較的高速な暗号化メカニズムで
す。

DES鍵を使用する上での問題点は、同じ鍵で暗号化された多数のテキスト
メッセージを侵入者が収集することによって、鍵が発見されてメッセージが解読さ
れる危険性があるということです。このため、Secure NFSなどのセキュリティーシス
テムは鍵を頻繁に変更する必要があります。

Diffie-Hellman認証と Secure RPC
Diffie-Hellman (DH)のユーザー認証方式は簡単には破られません。クライアントと
サーバーは、独自の非公開鍵と公開鍵を使って共通鍵を作り出します。非公開鍵は
秘密鍵とも呼ばれます。クライアントとサーバーは、共通鍵を使って相互に通信し
ます。共通鍵は、相互に合意した暗号化機能 (DESなど)によって暗号化されます。

認証では、送信側のシステムの共通鍵を使用して現在の時間を暗号化する機能を利
用します。受信側のシステムは、その現在の時間を復号し、自分の時間と照合しま
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す。クライアントとサーバーで時間が同期している必要があります。詳細
は、『Oracle Solaris 11ネットワークサービスの紹介』の「Network Time Protocolの管
理 (タスク)」を参照してください。

公開鍵と非公開鍵は、NISデータベース内に格納されます。NISでは、これらの鍵を
publickeyマップ内に格納します。このファイルには、すべての潜在的なユーザーの
公開鍵と非公開鍵が含まれています。

システム管理者は、NISマップの設定と、各ユーザーの公開鍵と非公開鍵の生成に責
任を負っています。非公開鍵は、ユーザーのパスワードで暗号化されて格納されま
す。これにより、その非公開鍵はそのユーザーだけが知っていることになります。

Diffie-Hellman認証の実装
このセクションでは、Diffie-Hellman認証 (AUTH_DH)を使用するクライアント
サーバーセッションにおける一連のトランザクションについて説明します。

Secure RPC用の公開鍵と秘密鍵を生成

トランザクションの少し前に、管理者は newkeyまたは nisaddcredコマンドのどちら
かを実行して公開鍵と秘密鍵を生成します。ユーザーごとに一意の公開鍵と秘密鍵
が与えられます。公開鍵は、公開データベースに格納されます。秘密鍵は、暗号化
された形式で、同じデータベースに格納されます。chkeyコマンドは、鍵のペアを変
更します。

Secure RPC用に keyloginコマンドを実行する

通常、ログインパスワードは Secure RPCパスワードと同じです。この場
合、keyloginコマンドは必要ありません。ただし、これらのパスワードが異なる場
合、ユーザーはログインして keyloginコマンドを実行する必要があります。

keyloginコマンドは、ユーザーに Secure RPCパスワードの入力を要求します。コマ
ンドは、このパスワードを使って秘密鍵を復号化します。次に keyloginコマンド
は、復号化された秘密鍵をキーサーバープログラムに渡しま
す。キーサーバーは、各コンピュータ上でローカルインスタンスを伴うRPCサービ
スです。キーサーバーは、復号化された秘密鍵を格納し、ユーザーとサーバーが
Secure RPCトランザクションを開始するのを待機します。

ログインパスワードとRPCパスワードが一致している場合は、ログインプロセスは
秘密鍵をキーサーバーに渡します。これらのパスワードが異なっている必要がある
場合、ユーザーは、常に keyloginコマンドを実行する必要があります。keyloginコ
マンドがユーザーの環境構成ファイル (~/.login、~/.cshrc、~/.profileファイルな
ど)に含まれている場合は、ユーザーがログインすると常に、keyloginコマンドが自
動的に実行されます。
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Secure RPC用の対話鍵の生成

ユーザーがサーバーとのトランザクションを開始すると、次のことが発生します。

1. キーサーバーはランダムに対話鍵を生成します。

2. カーネルは、この対話鍵などを使用してクライアントのタイムスタンプを暗号化
します。

3. キーサーバーは、公開鍵データベースからサーバーの公開鍵を検索します。詳細
は、publickey(4)のマニュアルページを参照してください。

4. キーサーバーはクライアントの秘密鍵とサーバーの公開鍵を使用して、共通鍵を
作成します。

5. キーサーバーは共通鍵を使用して対話鍵を暗号化します。

Secure RPCにおけるサーバーとの最初の通信

次に、暗号化したタイムスタンプと暗号化した対話鍵を含む伝送データが
サーバーに送信されます。伝送データには資格とベリファイアが含まれます。資格
は、次の 3つのコンポーネントを持ちます。

■ クライアントのネットワーク名
■ 共通鍵で暗号化された対話鍵
■ 対話鍵で暗号化された「ウィンドウ」

この場合の「ウィンドウ」とは、サーバーの時間とクライアントのタイムスタンプ
との間で許容される時間差のことで、クライアントが指定します。サーバーの時間
とクライアントのタイムスタンプとの間の差がウィンドウより大きい場
合、サーバーはクライアントの要求を拒否します。通常の状態では、クライアント
はRPCセッションを開始する前にサーバーと同期を取るため、クライアントの要求
は拒否されません。

クライアントベリファイアは、次の要素で構成されます。

■ 暗号化されたタイムスタンプ
■ 指定したウィンドウから 1を引いた値の暗号化されたベリファイア

ウィンドウベリファイアは、他人がユーザーになりすますのを防ぐために使用され
ます。なりすましを試みる人は、資格やベリファイアの暗号化された各フィールド
に正しい情報の代わりにランダムなビットを挿入するプログラムを作成しま
す。サーバーはこの対話鍵を任意のランダム鍵に復号化し、それを使用してウィン
ドウとタイムスタンプを復号化しようと試みます。結果は、乱数が生成されるだけ
です。しかし、数千回の試行を重ねるうちには、このランダムなウィンドウとタイ
ムスタンプのペアが認証システムを通過することが十分ありえます。ウィンドウベ
リファイアは、偽の資格が認証される可能性を小さくします。
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Secure RPCにおける対話鍵の復号化

サーバーがクライアントから伝送データを受信すると、次の処理が行われます。

1. キーサーバーは、公開鍵データベース内でクライアントの公開鍵を検索します。
2. キーサーバーは、クライアントの公開鍵とサーバーの秘密鍵を使用して共通鍵を
計算します。この共通鍵はクライアントが計算したものと同じです。共通鍵の計
算は、秘密鍵の 1つを知っている必要があるため、そのサーバーとクライアント
以外は計算できません。

3. カーネルは共通鍵を使用して、対話鍵を復号化します。
4. カーネルはキーサーバーを呼び出して、復号化された対話鍵によりクライアント
のタイムスタンプを復号化します。

Secure RPCにおけるサーバーへの情報の格納

サーバーはクライアントのタイムスタンプを復号化したあと、次の 4項目の情報を
資格テーブル内に格納します。

■ クライアントのコンピュータ名
■ 対話鍵
■ ウィンドウ
■ クライアントのタイムスタンプ

サーバーは、最初の 3つの情報を将来の使用のために格納します。サーバーはクラ
イアントのタイムスタンプを格納して、同じタイムスタンプが再度使用できないよ
うにします。サーバーは、最後に参照したタイムスタンプよりも時間的にあとのタ
イムスタンプだけを受け付けます。結果として、すでに届いたトランザクションと
同じタイムスタンプを持つトランザクションはすべて拒否されることが保証されま
す。

注 –このトランザクションにおいて暗黙的に仮定されているのは呼び出し側の名前で
あり、何らかの方法でこの名前を認証する必要があります。キーサーバーは、呼び
出し側を認証するときに、DES認証を使用できません。キーサーバーがDES認証を
使用すると、デッドロックが発生するためです。キーサーバーは、ユーザー ID
(UID)ごとに秘密鍵を格納し、ローカルの rootのプロセスへの要求だけを認可する
ことによってデッドロックを回避します。

Secure RPCでベリファイアをクライアントに返す

サーバーは、ベリファイアをクライアントに返します。これには、次のものが含ま
れます。

■ サーバーが自分の資格キャッシュに記録するインデックス ID
■ クライアントのタイムスタンプから 1を引いた値。対話鍵によって暗号化されま
す
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クライアントのタイムスタンプから 1を引くのは、タイムスタンプを期限切れにす
るためです。期限切れのタイムスタンプはクライアントのベリファイアとして再利
用できません。

Secure RPCにおけるサーバーの認証

クライアントがベリファイアを受信し、そのサーバーを認証します。クライアント
は、このベリファイアを送信できるのはサーバーだけであることを知っていま
す。その理由は、クライアントが送信したタイムスタンプの内容を知っているのは
サーバーだけだからです。

Secure RPCにおけるトランザクションの処理

2番目以降のすべてのトランザクションごとに、クライアントは次のトランザク
ションでインデックス IDをサーバーに返します。クライアントは、もう 1つの暗号
化されたタイムスタンプを送信します。サーバーは、クライアントのタイムスタン
プから 1を引いた値を対話鍵で暗号化して、返信します。

Secure RPCによる認証の管理 (タスク)
マウントされたNFSファイルシステムの使用に対する認証を要求することによ
り、ネットワークのセキュリティーが増します。

Secure RPCの管理 (タスクマップ)
次のタスクマップは、NISおよびNFS用に Secure RPCを構成するための手順を示し
ています。

タスク 説明 参照先

1.キーサーバーを起動
します。

ユーザーが認証されるために鍵を作成でき
るようにします。

349ページの「Secure RPCキーサーバーを再起
動する方法」

2. NISホスト上で資格
を設定します。

NIS環境でホスト上の rootユーザーが認証
されるようにします。

349ページの「NISホストにDiffie-Hellman鍵を
設定する方法」

3. NISユーザーに鍵を
提供します。

NIS環境でユーザーが認証されるようにし
ます。

350ページの「NISユーザーにDiffie-Hellman鍵
を設定する方法」

4.認証によってNFS
ファイルを共有しま
す。

NFSサーバーが認証によって共有ファイル
システムを安全に保護できるようにしま
す。

351ページの「Diffie-Hellman認証でNFSファイ
ルを共有する方法」
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▼ Secure RPCキーサーバーを再起動する方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

keyservデーモンが実行中であることを確認します。
# svcs \*keyserv\*

STATE STIME FMRI

disabled Dec_14 svc:/network/rpc/keyserv

キーサーバーサービスがオンラインになっていない場合は、サービスを有効にしま
す。
# svcadm enable network/rpc/keyserv

▼ NISホストにDiffie-Hellman鍵を設定する方法
この手順は、NISドメインのすべてのホストで実行します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

デフォルトのネームサービスがNISでない場合は、publickeyマップをネームサービ
スに追加します。

a. ネームサービスの config/defaultの値が nisでないことを確認します。
# svccfg -s name-service/switch listprop config

config application

config/value_authorization astring solaris.smf.value.name-service.switch

config/default astring files

config/host astring "files nis dns"
config/printer astring "user files nis"

config/defaultの値が nisである場合は、ここで停止できます。

b. publickeyのネームサービスを nisに設定します。
# svccfg

# svccfg -s name-service/switch setprop config/publickey = astring: "nis"

# svccfg -s name-service/switch:default refresh

c. publickey値を確認します。
# svccfg

# svccfg -s name-service/switch listprop

config application

config/value_authorization astring solaris.smf.value.name-service.switch

config/default astring files

config/host astring "files nis dns"
config/printer astring "user files nis"
config/publickey astring nis

始める前に

1

2

始める前に

1
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このシステムでは、publickeyがデフォルトの filesとは異なるため、その値が表
示されます。

newkeyコマンドを使用して、新しい鍵のペアを作成します。
# newkey -h hostname

hostnameは、クライアント名です。

NISクライアント上で rootの新しい鍵を設定する

次の例では、earthをセキュアなNISクライアントとして設定します。管理者に
は、Name Service Security権利プロファイルが割り当てられます。

# newkey -h earth

Adding new key for unix.earth@example.com

New Password: <Type password>
Retype password: <Retype password>
Please wait for the database to get updated...

Your new key has been successfully stored away.

#

▼ NISユーザーにDiffie-Hellman鍵を設定する方法
この手順は、NISドメインの各ユーザーに対して実行します。

システム管理者だけがNISマスターサーバーにログインしたときに、ユーザーの新
しい鍵を作成できます。管理者は、Name Service Security権利プロファイルが割り当
てられている必要があります。

必要なセキュリティー属性を持つ管理者になります。

詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してく
ださい。

ユーザーの新しい鍵を作成します。
# newkey -u username

usernameはユーザー名です。システムはパスワードを求めるプロンプトを出しま
す。汎用パスワードを入力できます。非公開鍵は、汎用パスワードを使用して暗号
化されて格納されます。

ユーザーに、ログインして chkey -pコマンドを入力するよう指示します。

このコマンドでは、そのユーザーは自分だけが知っているパスワードを使用し
て、自分の非公開鍵を暗号化し直すことができます。

2

例18–1

始める前に

1

2

3
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注 – chkeyコマンドを使用すると、新しい鍵のペアをユーザーに作成できます。

NISで新しいユーザー鍵を設定して暗号化する

この例では、スーパーユーザーが鍵を設定します。

# newkey -u jdoe

Adding new key for unix.12345@example.com

New Password: <Type password>
Retype password: <Retype password>
Please wait for the database to get updated...

Your new key has been successfully stored away.

#

次に、ユーザー jdoeは非公開パスワードを使用して鍵を再暗号化します。

% chkey -p

Updating nis publickey database.

Reencrypting key for unix.12345@example.com

Please enter the Secure-RPC password for jdoe: <Type password>
Please enter the login password for jdoe: <Type password>
Sending key change request to centralexample...

▼ Diffie-Hellman認証でNFSファイルを共有する方法
この手順では、アクセスに対する認証を要求することにより、NFSサーバー上で共
有されているファイルシステムを保護します。

Diffie-Hellmanの公開鍵認証がネットワークで有効である必要があります。ネット
ワーク上で認証を有効にするには、349ページの「NISホストにDiffie-Hellman鍵を設
定する方法」を完了します。

このタスクを実行するには、System Management権利プロファイルが割り当てられて
いる管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理
権限を使用する方法」を参照してください。

NFSサーバー上で、Diffie-Hellman認証を使用してファイルシステムを共有します。
# share -F nfs -o sec=dh /filesystem

filesystemは、共有されているファイルシステムです。

-o sec=dhオプションは、ファイルシステムにアクセスするために AUTH_DH認証が必
要になるということです。

例18–2

始める前に

1
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NFSクライアント上で、Diffie-Hellman認証を使用してファイルシステムをマウントし
ます。
# mount -F nfs -o sec=dh server:filesystem mount-point

server filesystemを共有しているシステムの名前です

filesystem /optなど、共有されているファイルシステムの名前です

mount-point /optなど、マウントポイントの名前です

-o sec=dhオプションにより、AUTH_DH認証を使ってファイルシステムがマウントさ
れます。

2
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Kerberosサービス
このセクションでは、Kerberosサービスの構成、管理、および使用についての情
報を提供します。

■ 第 19章「Kerberosサービスについて」
■ 第 20章「Kerberosサービスの計画」
■ 第 21章「Kerberosサービスの構成 (タスク)」
■ 第 22章「Kerberosエラーメッセージとトラブルシューティング」
■ 第 23章「Kerberos主体とポリシーの管理 (タスク)」
■ 第 24章「Kerberosアプリケーションの使用 (タスク)」
■ 第 25章「Kerberosサービス (参照)」
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Kerberosサービスについて

この章では、Kerberosサービスについて説明します。この章の内容は次のとおりで
す。

■ 355ページの「Kerberosサービスとは」
■ 356ページの「Kerberosサービスの動作」
■ 363ページの「Kerberosセキュリティーサービス」
■ 364ページの「複数のKerberosリリースのコンポーネント」

Kerberosサービスとは
Kerberosサービスとは、セキュリティー保護されたネットワーク経由のトランザク
ションを提供するクライアントサーバーアーキテクチャーです。Kerberosサービス
では、強力なユーザー認証とともに、整合性とプライバシを提供します。「認
証」により、ネットワークトランザクションの送信者と受信者の識別情報が正しい
ことが保証されます。さらにこのサービスでは、送受信されるデータの有効性が検
証され(「整合性」)、伝送時にデータが暗号化されます(「プライバシ」)。Kerberos
サービスを使用して、他のマシンにログインしてコマンドを実行したり、データを
交換したりファイルを安全に転送したりできます。Kerberosサービスは承認サービ
スも提供するため、システム管理者はサービスやマシンへのアクセスを制限できま
す。また、Kerberosユーザーは、自分のアカウントに他人がアクセスするのを制限
できます。

Kerberosサービスはシングルサインオンシステムです。つまり、このサービスから
セッションについて一度だけ認証を受ければ、そのセッションでは、それ以後のす
べてのトランザクションが自動的にセキュリティー保護されます。このサービスか
ら認証されたあとは、ユーザーが ftpや sshなどのKerberosベースのコマンドを使用
するたびに自分自身を認証したり、NFSファイルシステム上のデータにアクセスし
たりする必要はありません。つまり、これらのサービスを使用するたびに、ネット
ワークを介してパスワードを送り、傍受される危険を冒す必要がありません。
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Oracle SolarisリリースのKerberosサービスは、マサチューセッツ工科大学 (MIT)で開
発されたKerberos V5ネットワーク認証プロトコルに基づいています。そのた
め、Kerberos V5製品を使用したことがあるユーザーは、Oracle Solarisバージョンに
もすぐに慣れます。Kerberos V5プロトコルはネットワークセキュリティーの事実上
の業界標準であるため、Oracle Solarisバージョンはほかのシステムとの相互運用性に
優れています。つまり、Oracle SolarisリリースのKerberosサービスはKerberos V5プ
ロトコルを使用するシステムと協調して動作するため、異機種システム混在ネット
ワークであってもトランザクションのセキュリティーが保護されます。さらに
Kerberosサービスでは、複数のドメイン間でも単一のドメイン内でも認証やセ
キュリティーの機能を使用できます。

Kerberosサービスには、Oracle Solarisアプリケーションを実行するための柔軟性が備
わっています。NFSサービス、telnet、ftpなどのネットワークサービスに関し
て、Kerberosに基づく要求とKerberos以外の要求に対応できるようにサービスを構成
できます。このため、Kerberosサービスが有効になっていないシステムで動作する
アプリケーションも正しく動作します。もちろん、Kerberosに基づくネットワーク
要求だけを許可するようにKerberosサービスを構成することもできます。

Kerberosサービスは、Generic Security Service Application Programming Interface
(GSS-API)を使用するアプリケーションの使用時に、認証、整合性、およびプライバ
シのためにKerberosを使用することができるセキュリティーメカニズムを備えてい
ます。ただし、ほかのセキュリティーメカニズムが開発されている場合には、アプ
リケーションで使用されるセキュリティーメカニズムをKerberosサービスに限定し
ておく必要はありません。Kerberosサービスは、GSS-APIにモジュールとして統合で
きるように設計されているため、GSS-APIを使用するアプリケーションは、必要に応
じたセキュリティーメカニズムを使用できます。

Kerberosサービスの動作
この節ではKerberos認証システムの概要について説明します。詳細は、550ページ
の「Kerberos認証システムの動作方法」を参照してください。

Kerberosセッションが起動されたあとは、ユーザーから見るとKerberosサービスが意
識されることはほとんどありません。sshや ftpなどのコマンドは、ほぼ同様に動作
します。Kerberosセッションの初期化には通常、ログインとKerberosパスワードの入
力しか必要ありません。

Kerberosシステムは、「チケット」の概念を中心に動作します。チケット
は、ユーザー、およびNFSサービスなどのサービスを特定する一連の電子情報で
す。運転免許証が運転する人と免許の種類を表すのと同じように、チケットも
ユーザーとユーザーのネットワークアクセス権を表します。Kerberosに基づくトラ
ンザクションを実行する (ほかのマシンへのリモートログインなど)と、「鍵配布セ
ンター (KDC)」にチケットの要求が透過的に送信されます。KDCはデータベースに
アクセスしてそのユーザーを認証し、そのマシンへのアクセスを許可するチケット
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を返します。「透過的」とは、チケットを明示的に要求する必要がないという意味
です。この要求は rloginコマンドの一部として行われます。特定のサービスのチ
ケットを取得できるのは認証されたクライアントだけで、別のクライアントが識別
情報を仮定して rloginを使用することはできません。

チケットには一定の属性が関連付けられています。たとえば、チケットには、新し
い認証処理を行わなくても別のマシンで使用できる「転送可能」の属性がありま
す。また、指定の日付まで有効にならない「遅延」の属性もあります。どの
ユーザーがどの種類のチケットを取得できるかを指定するなど、チケットをどのよ
うに使用するかは、「ポリシー」によって設定されます。ポリシーは、Kerberos
サービスのインストールや管理の際に決定します。

注 –「資格」と「チケット」という用語は、頻繁に使用されます。広い意味の
Kerberosでは、これらの用語は同じ意味で使われることがありますが、技術的には
資格は、チケットとそのセッションに対する「セッション鍵」からなります。この
違いについては、 551ページの「Kerberosによるサービスへのアクセス」で詳しく説
明します。

次のセクションでは、Kerberos認証プロセスについて詳細に説明します。

初期認証:チケット認可チケット (TGT)
Kerberos認証には、後続の認証を準備する初期認証と、後続の認証の 2つのフェーズ
があります。

次の図では、初期認証の手順を示します。
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1. クライアント (ユーザー、またはNFSなどのサービス)は、KDCにTGTを要求し
てKerberosセッションを開始します。ほとんどの場合、この要求はログイン時に
自動的に実行されます。

TGTは、ほかの特定のサービスのチケットを取得するために必要です。TGT
は、パスポートに似ています。パスポートと同様に、TGTはユーザーを識別し
て、さまざまなビザの取得をユーザーに許可します。ここでいうビザ (チケット)
は、外国に入国するためのものではなく、リモートマシンやネットワークサービ
スにアクセスするためのものです。パスポートやビザと同様に、TGTなどのチ
ケットには有効期限があります。ただし、Kerberosコマンドは、ユーザーがパス
ポートを所有していることを通知し、ユーザーに代わってビザを取得しま
す。ユーザー自身がトランザクションを実行する必要はありません。

チケット認可チケットに類似した例として、4つのスキー場で使える 3日間のス
キーパスを挙げます。ユーザーは、パスが期限切れになるまで、このパスを任意
のスキー場で提示して、そのスキー場のリフトチケットを受け取ります。リフト
チケットを入手したら、そのスキー場で好きなだけスキーをすることができま
す。翌日別のスキー場に行った場合は、またパスを提示して、そのスキー場のリ
フトチケットを入手します。ただし、Kerberosに基づくコマンドは、ユーザーが
週末スキーパスを所有していることをユーザーに通知し、ユーザーに代わってリ
フトチケットを入手します。したがって、ユーザー自身がトランザクションを実
行する必要はありません。

2. KDCはTGTを作成し、それを暗号化してクライアントに送信します。クライア
ントは、自身のパスワードを使用してTGTを復号化します。

図 19–1 Kerberosセッションの初期認証
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3. クライアントは、有効なチケット認可チケットを入手したので、そのチケット認
可チケットが期限切れになるまで、rloginや telnetなどあらゆる種類のネット
ワーク操作チケットを要求できます。このTGTの有効期限は通常、数時間で
す。クライアントは一意のネットワーク操作を実行するたびに、TGTはKDCに
その操作のチケットを要求します。

初期認証後のKerberos認証
クライアントが初期認証を受け取ると、後続の認証はそれぞれ次の図のように実行
されます。

1. クライアントは、別のマシンにリモートログインするなど、特定のサービスのチ
ケットをKDCに要求するために、識別情報の証拠として自身のTGTをKDCに送
信します。

2. KDCは、そのサービスのチケットをクライアントに送信します。

図 19–2 Kerberos認証を使用してサービスへのアクセスを取得する
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たとえば、ユーザー joeが、krb5認証を要する共有を行っているNFSファイルシ
ステムにアクセスするとします。このユーザーはすでに認証されている (すでに
TGTを持っている)ため、そのファイルにアクセスを試みると、NFSクライアン
トシステムはNFSサービスのチケットをKDCから自動的および透過的に取得し
ます。

たとえば、ユーザー joeがサーバー boston上で rloginを使用するとします。この
ユーザーはすでに認証されている (つまり、すでにチケット認可チケットを
持っている)ため、rloginコマンドの一部として自動的かつ透過的にチケットを
取得します。このチケットが期限切れになるまで、このユーザーは必要に応じて
bostonにリモートログインできます。joeがマシン denverにリモートログインす
る場合は、手順 1の方法で別のチケットを取得します。

3. クライアントはサーバーにチケットを送信します。
NFSサービスを使用している場合、NFSクライアントは自動的および透過的に
NFSサービスのチケットをNFSサーバーに送信します。

4. サーバーはクライアントにアクセス権を許可します。

これらの手順では、サーバーとKDC間の通信は発生していないように見えます。し
かし、サーバーはKDCと通信していて、最初のクライアントと同様に、KDCに自身
を登録しています。わかりやすくするために、その部分は省略しています。

Kerberosリモートアプリケーション
joeなどのユーザーは、次のKerberosに基づく (Kerberos化された)コマンドを使用で
きます。

■ ftp

■ rcp、rlogin、rsh

■ ssh、scp、sftp

■ telnet

これらのアプリケーションは、同じ名前の Solarisアプリケーションと同じです。た
だし、トランザクションを認証するときにKerberos主体を使用できるようにアプリ
ケーションを拡張することにより、Kerberosに基づくセキュリティーを提供しま
す。主体の詳細については、360ページの「Kerberos主体」を参照してください。

これらのコマンドについては、532ページの「Kerberosユーザーコマンド」で詳しく
説明します。

Kerberos主体
Kerberosサービス内のクライアントは、その「主体」で識別されます。主体
は、KDCがチケットを割り当てることができる一意の IDです。主体には、joeなど
のユーザー、または nfsや telnetなどのサービスがあります。
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主体名は慣習により「プライマリ」、「インスタンス」、「レルム」という 3つの
要素に分けられます。joe/admin@ENG.EXAMPLE.COMは一般的なKerberos主体の例で
す。上記の例では、

■ joeがプライマリです。プライマリには、この例のようなユーザー名や nfsなど
のサービスを指定します。また、プライマリが hostという単語である場合もあり
ます。これは、この主体が ftp、scp、sshなどのさまざまなネットワークサービ
スを提供するように設定されているサービス主体であることを示します。

■ adminはインスタンスです。インスタンスは、ユーザー主体の場合はオプション
ですが、サービス主体では必須です。たとえば、ユーザー joeが必要に応じてシ
ステム管理者の権限を使用する場合は、joe/adminと通常のユーザー IDを使い分
けることができます。同じように、joeが 2つの異なるホストにアカウントを
持っている場合、joe/denver.example.comと joe/boston.example.comなど、異な
るインスタンスで 2つの主体名を使用することができます。Kerberosサービスで
は、joeと joe/adminはまったく別の主体として扱われます。

サービス主体では、インスタンスは完全指定されたホスト名で
す。bigmachine.eng.example.comはこのようなインスタンスの例です。この例の
プライマリとインスタンスは、ftp/bigmachine.eng.example.comや
host/bigmachine.eng.example.comと表します。

■ ENG.EXAMPLE.COMはKerberosレルムです。レルムについては、361ページ
の「Kerberosレルム」を参照してください。

次に有効な主体名を示します。

■ joe

■ joe/admin

■ joe/admin@ENG.EXAMPLE.COM

■ nfs/host.eng.example.com@ENG.EXAMPLE.COM

■ host/eng.example.com@ENG.EXAMPLE.COM

Kerberosレルム
「レルム」とはドメインのようなもので、同じ「マスターKDC」の下にあるシステ
ムをグループとして定義する論理ネットワークです。図 19–3は、レルム間の関係を
示しています。階層構造のレルムでは、1つのレルムがほかのレルムの上位集合にな
ります。階層ではない (直接接続の)レルムでは、2つのレルム間のマッピングを定義
する必要があります。Kerberosサービスでは、レルム間で共通の認証が可能で
す。その場合、各レルムのKDCに、他のレルムの主体エントリだけが必要になりま
す。Kerberosのこの機能は、「レルム間認証」と呼ばれます。
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Kerberosサーバー
各レルムには、主体データベースのマスターコピーを保守するサーバーが含まれる
必要があります。このサーバーを「マスターKDCサーバー」と呼びます。また各レ
ルムには、主体データベースの重複コピーを保持する「スレーブKDCサーバー」が
少なくとも 1つ必要です。マスターKDCサーバーおよびスレーブKDC
サーバーは、認証の確立に使用されるチケットを作成します。

レルムにはまた、Kerberosアプリケーションサーバーも含めることができます。こ
のサーバーは、Kerberosサービス (ftp、telnet、ssh、NFSなど)へのアクセスを提供
します。SEAM 1.0または 1.0.1がインストールされている場合、レルムにKerberos
ネットワークアプリケーションサーバーが含まれている可能性がありますが、この
ソフトウェアはこれらのリリースには含まれていませんでした。

次の図では、レルムの構成例を示します。

図 19–3 Kerberosレルム
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Kerberosセキュリティーサービス
Kerberosサービスは、ユーザーの認証を行うほかに、次の 2つのセキュリ
ティーサービスを提供します。

■ 「整合性」 –認証が、あるネットワーク上のクライアントが本人であるかどうか
を確認するのと同様に、整合性は、クライアントの送信データが有効で、伝送の
間に改ざんされていないことを確認します。整合性の確認は、データの暗号
チェックサムによって行われます。整合性にはユーザー認証も含まれます。

■ 「プライバシ」 –プライバシによって、セキュリティーがさらに向上します。プ
ライバシは、伝送データの整合性を検証するだけでなく、伝送前にデータを暗号
化して盗聴を防ぎます。プライバシにもユーザー認証が含まれます。

開発者は、RPCSEC_GSSプログラミングインタフェースを使用することにより、セ
キュリティーサービスを選択可能なRPCベースのアプリケーションを設計できま
す。

図 19–4 一般的なKerberosレルム
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複数のKerberosリリースのコンポーネント
Kerberosサービスのコンポーネントは、多数のリリースに組み込まれています。当
初、Kerberosサービスと、Kerberosサービスをサポートするベースオペレーティング
システムへの変更は、「Sun Enterprise Authentication Mechanism」(SEAM)という製品
名でリリースされました。Oracle Solarisソフトウェアに組み込まれる SEAM製品のコ
ンポーネントが増えるにつれて、SEAMリリースの内容は減っていきました。Oracle
Solaris 10リリース以降、SEAM製品のすべてのコンポーネントが組み込まれるよう
になったため、SEAM製品は必要なくなりました。SEAMという製品名は、歴史的な
理由でドキュメント中に存在しています。

次の表は、各リリースに組み込まれているコンポーネントの一覧です。それぞれの
製品リリースは、時系列で示しています。次のセクションでは、すべてのコン
ポーネントについて説明します。

表 19–1 Kerberosリリースの内容

リリース名 目次

Solaris Easy Access Server 3.0の SEAM 1.0 Solaris 2.6および Solaris 7用のKerberosサービス
の完全リリース

Solaris 8のKerberosサービス Kerberosクライアントソフトウェアのみ

Solaris 8 Admin Packの SEAM 1.0.1 Solaris 8用のKerberos KDCとリモートアプリ
ケーション

Solaris 9のKerberosサービス Kerberos KDCとクライアントソフトウェアのみ

SEAM 1.0.2 Solaris 9用のKerberosリモートアプリケーション

Oracle Solaris 10リリース以降のKerberosサービ
ス

機能が拡張されたKerberosサービスの完全リ
リース

Oracle Solaris 10リリースに含まれている拡張機能の詳細は、『System Administration
Guide: Security Services』の「Kerberos Components」を参照してください。

Kerberosのコンポーネント
MITが配布するKerberos V5製品と同様に、Oracle SolarisリリースのKerberosサービ
スには次が含まれています。

■ 鍵配布センター (KDC):
■ Kerberosデータベース管理デーモン – kadmind。
■ Kerberosチケット処理デーモン – krb5kdc。
■ データベース管理プログラム – kadmin (マスターのみ)、kadmin.local、および

kdb5_util。
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■ データベース伝播ソフトウェア – kprop (スレーブのみ)および kpropd。

■ 資格を管理するためのユーザープログラム – kinit、klist、および kdestroy。

■ Kerberosパスワードを変更するユーザープログラム – kpasswd。

■ リモートアプリケーション – ftp、rcp、rlogin、rsh、scp、sftp、ssh、および
telnet。

■ リモートアプリケーションデーモン – ftpd、rlogind、rshd、sshd、および
telnetd。

■ キータブ管理ユーティリティー – ktutil。

■ Generic Security Service Application Programming Interface (GSS-API) –アプリ
ケーションは、このAPIを利用して、複数のセキュリティーメカニズムを使用で
きます。新しいメカニズムを追加するたびに、アプリケーションをコンパイルし
直す必要がありません。GSS-APIでは、アプリケーションを多くのオペ
レーティングシステムに移植可能にできる標準インタフェースが使用されていま
す。GSS-APIを使用すると、認証サービスだけでなく、整合性およびプライバシ
セキュリティーサービスをアプリケーションに組み込むことができます。ftpと
sshは、どちらもGSS-APIを使用しています

■ RPCSEC_GSS Application Programming Interface (API) – NFSサービスがKerberos認
証を使用することができます。RPCSEC_GSSは、使用しているメカニズムに依存
しないセキュリティーサービスを提供するセキュリティー様式で
す。RPCSEC_GSSは、GSS-API層の最上位に位置しています。GSS_APIベースの
セキュリティーメカニズムは、プラグイン可能なので、RPCSEC_GSSを使用する
アプリケーションで使用できます。

さらに、Oracle SolarisリリースのKerberosサービスには、次も含まれています。

■ GUIベースのKerberos管理ツール (gkadmin) –主体および主体ポリシーを管理でき
ます。この JavaテクノロジベースのGUIは、kadminコマンドに代わる機能です。

■ PAM用のKerberos V5サービスモジュール – Kerberosサービスのための認証、アカ
ウント管理、セッション管理、およびパスワード管理を提供します。このモ
ジュールを使用すると、Kerberos認証をユーザーが意識しなくても済むようにな
ります。

■ カーネルモジュール – NFSサービスで使用する kerberosサービスのカーネル
ベースの実装を提供します。これにより、パフォーマンスが大幅に向上します。
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このリリースでのKerberosについて
このセクションでは、Oracle Solaris 11.1リリースで使用できる変更内容を示します。

■ KerberosソフトウェアがMIT 1.8リリースと同期化されました。次の機能が追加さ
れました。

■ 脆弱な暗号化タイプ arcfour-hmac-md5-exp、des-cbc-md5、および des-cbc-crc

はデフォルトで禁止されています。/etc/krb5/krb5.confファイルで
allow_weak_crypto = true 宣言を追加すると、それらの脆弱な暗号化アルゴリ
ズムを使用できるようになります。

■ /etc/krb5/krb5.confファイルで、permitted_enctypes関係は、+または -
enctyp_familyとともにオプションの DEFAULTキーワードを取ることに
よって、特定の暗号化タイプをデフォルトセットに追加または削除できます。

■ ほとんどの場合、KDCに最低限のリフェラルサポートを実装し、そのプロト
コルを介してマッピング情報をクライアントに提供することにより、クライア
ント側では domain_realmマッピングテーブルが必要なくなります。サービス
主体 name service/canonical-fqdn@LOCAL.REALMの要求をローカルの KDCに送
信し、リフェラルを要求することで、クライアントは domain_realmマッピン
グテーブルなしで機能できます。この機能は、特定の名前型または特定の形式
のサービス主体名に限られる場合があります。KDCはその domain_realm

マッピングテーブルのみを使用できます。DNSへのブロック化クエリーは導
入できません。

■ Kerberosデータベースに LDAPバックエンドを使用している場合は、主体エン
トリの別名を作成できます。主体の別名のサポートは、1つのサービスにさま
ざまなホスト名でアクセスできる場合、またはホスト名の正規化にDNSを使
用できない、つまり短い書式が使用されている場合に役立ちます。ユーザーは
サービスの識別に使われるさまざまな主体名に対して 1つの別名を使用で
き、キータブファイルには実際のサービス主体用の 1組の鍵を入れておくだけ
で済みます。

■ kvnoユーティリティーを使用すると、/etc/krb5/krb5.keytabに格納されてい
るサービス主体鍵に関する問題を診断できます。

■ kadmin ktaddコマンドは、ランダム化された新しい鍵を kadmindコマンドで作
成できないようにする -norandkeyオプションをサポートしていま
す。-norandkeyオプションは、パスワード派生鍵が含まれる主体のキータブを
作成する場合に役立つことがあります。ユーザーはパスワードを指定しなくて
も kinitコマンドの実行に使用できるキータブを作成できます。

■ 指定された制限時間内に一定数の事前認証エラーが発生すると、主体をロック
アウトできます。詳細は、432ページの「アカウントロックアウトを構成する
方法」を参照してください。
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■ OK_AS_DELEGATEフラグを使用すると、委託された資格の受け入れを中間
サーバーに信頼して任せられるかどうかに関するローカルレルムポリシーを
KDCからクライアントに送ることができます。詳細は、377ページの「委託の
ためのサービスの信頼」を参照してください。

■ Kerberosサービスは、Solarisクライアントが複数のKDCマスター環境で更新を行
う機能を提供するように更新されています。詳細は、例 21–15を参照してくださ
い。

■ ktkt_warndデーモンは、既存の資格で主体を登録したり、各ユーザーを明示的に
指定しなくてもユーザーにメールを送信したりできるように拡張されていま
す。さらに、このサービスはユーザーが構成できるようになりました。実際の例
については、433ページの「すべてのチケット認可チケット (TGT)を自動的に更
新する方法」を参照してください。

複数の Kerberosリリースのコンポーネント

第 19章 • Kerberosサービスについて 367



368



Kerberosサービスの計画

この章は、Kerberosサービスのインストールと保守を行うシステム管理者を対象と
しています。この章では、Kerberosサービスをインストールまたは構成する前
に、システム管理者が解決しておく必要があるインストールと構成の項目について
説明します。

システム管理者やテクニカルサポート担当者が検討する必要がある項目は次のとお
りです。

■ 369ページの「Kerberosの配備を計画する理由」
■ 370ページの「Kerberosレルムの計画」
■ 371ページの「ホスト名のレルムへのマッピング」
■ 372ページの「クライアントとサービス主体の名前」
■ 372ページの「KDCと管理サービス用のポート」
■ 373ページの「スレーブKDCの数」
■ 375ページの「使用するデータベースの伝播システム」
■ 375ページの「レルム内でのクロックの同期」
■ 375ページの「クライアントの構成オプション」
■ 376ページの「クライアントログインのセキュリティーの改善」
■ 377ページの「KDCの構成オプション」
■ 377ページの「委託のためのサービスの信頼」
■ 378ページの「Kerberosの暗号化タイプ」
■ 379ページの「Kerberosグラフィカル管理ツールでのオンラインヘルプURL」

Kerberosの配備を計画する理由
Kerberosサービスをインストールする前に、いくつかの構成についての問題を解決
する必要があります。初期インストール後に構成を変更することは不可能ではあり
ませんが、変更によっては実装が困難な場合があります。また、変更によって
は、KDCを再構築しなければならないことがあります。このため、Kerberosの構成
を計画するときは、長期的な目標を考慮することをお勧めします。
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Kerberosの基盤の配備には、KDCのインストール、ホストの鍵の作成、ユーザーの
移行などのタスクが含まれます。Kerberosの配備の再構成は最初の配備と同じくら
いの労力を要するので、入念に計画し、再構成しなければならない事態を避けるよ
うにしてください。

Kerberosレルムの計画
レルムは、ドメインに似た論理ネットワークです。レルムは、同一マスターKDCに
登録されるシステムのグループを定義します。DNSドメイン名を設定する場合と同
様に、レルム名、レルムの数、および各レルムの大きさは、Kerberosサービスを構
成する前に解決する必要があります。また、レルム間認証を行う場合は、レルム間
の関係も定義する必要があります。

レルム名
レルム名には、任意のASCII文字列を使用できます。レルム名には通常、DNSドメ
イン名と同じ名前を指定します。違いはレルム名は大文字で指定することです。こ
の命名規則を利用すると、すでに使い慣れている名前を使用しながら、Kerberos
サービスのレルム名とDNS名前空間のドメイン名を区別することができます。DNS
を使用しない場合、または別の文字列を使用する場合は、任意の文字列を使用でき
ます。ただし、構成プロセスがより複雑になります。レルム名を付けるときは、標
準のインターネット命名構造に準拠することをお勧めします。

レルムの数
インストールするレルムの数は、次の要因によって異なります。

■ サポートするクライアント数。1つのレルムに配置するクライアントが多すぎる
と、管理が複雑になり、レルムの分割が必要になることがあります。サポートで
きるクライアント数は、主に次の要因によって決まります。
■ 各クライアントが生成するKerberosトラフィックの量
■ 物理ネットワークの帯域幅
■ ホストの処理速度

インストールごとに制限が違ってくるため、最大クライアント数を決定する規則
はありません。

■ クライアント間の距離。クライアントが地理的に異なる領域に配置されている場
合は、小さなレルムをいくつか設定することが望ましい方法です。

■ KDCとしてインストールできるホスト数。各レルムには、マスターサーバー用と
スレーブサーバー用に、2つ以上のKDCサーバーを持つべきです。
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Kerberosレルムと管理ドメインがそろっているようにすることをお勧めしま
す。Kerberos Vレルムは、対応するDNSドメインの複数のサブドメインにまたがる
ことができます。

レルムの階層
複数のレルムを構成してレルム間認証を行う場合は、レルム間の接続方法を決定す
る必要があります。レルム間に階層関係を設定すると、関連付けたドメインに自動
パスが作成されます。このとき、階層チェーン内のすべてのレルムが適切に構成さ
れている必要があります。自動パスを利用すると、管理負荷を軽減することができ
ます。ただし、ドメインのレベルが多い場合は、多くのトランザクションが発生す
るため、デフォルトのパスは使用しないことをお勧めします。

また、信頼関係を直接確立することもできます。直接の信頼関係は、2つの階層レル
ム間にレベルが多すぎる場合または階層関係が設定されていない場合にもっとも有
効です。接続は、その接続を使用するすべてのホストの /etc/krb5/krb5.confファイ
ルに定義する必要があります。このため、追加作業が必要になります。直接の信頼
関係は、推移的関係とも呼ばれます。概要については、361ページの「Kerberosレル
ム」を参照してください。複数のレルムを構成する手順については、403ページ
の「レルム間認証の構成」を参照してください。

ホスト名のレルムへのマッピング
ホスト名のレルム名へのマッピングは、krb5.confファイルの domain_realmセク
ションに定義します。これらのマッピングは、必要に応じてドメイン全体およびホ
スト単位に定義できます。

DNSは、KDCに関する情報の検索にも使用できます。DNSを使用すると、変更を行
うたびに全クライアントについて krb5.confファイルを編集する必要がないため、情
報を変更しやすくなります。詳細は、krb5.conf(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

Solaris Kerberosクライアントは、Active Directoryサーバーとより適切に相互運用でき
ます。Active Directoryサーバーは、ホストのマッピングにレルムを提供するように構
成できます。

ホスト名のレルムへのマッピング
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クライアントとサービス主体の名前
Kerberosサービスを使用しているときは、すべてのホストでDNSが有効である必要
があります。DNSでは、主体名に各ホストの完全指定のドメイン名 (FQDN)を含め
る必要があります。たとえば、ホスト名が boston、DNSドメイン名が
example.com、およびレルム名が EXAMPLE.COMの場合、ホストの主体名は
host/boston.example.com@EXAMPLE.COMにするようにしてください。このドキュメン
トの例では、DNSを構成する必要があり、各ホストの FQDNを使用しています。

KerberosサービスはDNSを介してホストの別名を正規化し、関連するサービスの
サービス主体を構築する際には正規化された形式 (正規名)を使用します。そのた
め、サービス主体を作成する場合、サービス主体名のホスト名コンポーネント
は、サービスをホストするシステムのホスト名の正規化形式にする必要がありま
す。

次の例では、Kerberosサービスでホスト名を正規化する方法を示しま
す。ユーザーがコマンド「ssh alpha.example.com」を実行するとします。ここ
で、alpha.example.comは正規名 beta.example.comのDNSホストの別名です。sshが
Kerberosを呼び出し、alpha.example.comのホストサービスチケットを要求する
と、Kerberosサービスは、alpha.example.comを beta.example.comに正規化し、KDC
からサービス主体「host/beta.example.com」のチケットを要求します。

ホストの FQDNを含む主体名は、/etc/resolv.confファイルのDNSドメイン名を表
す文字列と一致していることが重要です。Kerberosサービスでは、主体に FQDNを
指定するときに、DNSドメイン名は小文字にする必要があります。DNSドメイン名
には大文字と小文字を使用できますが、ホスト主体を作成する場合は小文字だけを
使用します。たとえば、DNSドメイン名は、example.com、Example.COM、またはその
他のバリエーションでも問題ありません。ホストの主体名
は、host/boston.example.com@EXAMPLE.COMでなければなりません。

また、サービス管理機能は、DNSクライアントサービスが実行されていない場合に
多くのデーモンまたはコマンドが起動しないように構成されていま
す。kdb5_util、kadmind、kpropdデーモン、および kpropコマンドは、DNSサービス
に依存するように構成されています。Kerberosサービスおよび SMFを使用して利用
可能な機能を完全に活用するには、すべてのホスト上でDNSクライアントサービス
を有効にする必要があります。

KDCと管理サービス用のポート
デフォルトでは、ポート 88とポート 750をKDCが使用し、ポート 749をKDC管理
デーモンが使用します。別のポート番号を使用することもできます。ただ
し、ポート番号を変更する場合は、各クライアントの /etc/servicesおよび
/etc/krb5/krb5.confファイルを変更する必要があります。また、これらのファイル
に加えて、各KDCの /etc/krb5/kdc.confファイルも更新する必要があります。
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スレーブKDCの数
スレーブKDCは、マスターKDCと同様に、クライアントの資格を生成します。マ
スターが使用できなくなると、スレーブKDCがバックアップとして使用されま
す。各レルムには、1つ以上のスレーブKDCが必要です。次の要因により、ス
レーブKDCを追加する必要がある場合が考えられます。

■ レルム内の物理セグメント数。通常は、レルム内のほかのセグメントが動作しな
い場合でも、少なくとも各セグメントで機能するように、ネットワークを設定す
る必要があります。この設定を実現するには、KDCをすべてのセグメントからア
クセス可能にする必要があります。この場合、KDCはマスターまたはスレーブの
どちらでも構いません。

■ レルム内のクライアント数。スレーブKDCサーバーを追加すると、現在の
サーバーの負荷を軽減することができます。

スレーブKDCの数に制限はありません。ただし、KDCデータベースは、各
サーバーに伝播する必要があります。このため、インストールしたKDCサーバーが
多くなるにつれて、レルム全体のデータ更新時間が長くなります。また、各ス
レーブにはKDCデータベースのコピーが保存されるため、スレーブが多くなるほ
ど、セキュリティー侵害の危険性が高くなります。

1つまたは複数のスレーブKDCをマスターKDCと入れ替えるように構成することが
できます。このように 1つ以上のスレーブKDCをシステムに事前に構成しておく
と、マスターKDCになんらかの理由で障害が発生した場合でも、マスターKDCと
簡単に入れ替えることができます。入れ替え可能なスレーブKDCの構成方法につい
ては、435ページの「マスターKDCとスレーブKDCの入れ替え」を参照してくださ
い。

スレーブ KDCの数
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GSS資格のUNIX資格へのマッピング
Kerberosサービスは、GSS資格名からUNIXユーザー ID (UID)へのマッピング
を、NFSなどこのマッピングを必要とするGSSアプリケーションのために提供しま
す。GSS資格名はKerberosサービスを使用する場合のKerberos主体名と等価で
す。デフォルトのマッピングアルゴリズムでは、1コンポーネントのKerberos主体名
をとり、主体のプライマリ名であるそのコンポーネントを使用して、UIDを検索し
ます。検索は、デフォルトレルム、または /etc/krb5/krb5.confの
auth_to_local_realmパラメータを使用することで許可された任意のレルムで行われ
ます。たとえば、ユーザー主体名 bob@EXAMPLE.COMは、パスワードテーブルを使用し
て、bobという名前のUNIXユーザーのUIDにマッピングされます。主体名が admin

のインスタンスコンポーネントを含むため、ユーザー主体名 bob/admin@EXAMPLE.COM

はマッピングされません。ユーザー資格のデフォルトマッピングが十分な場合、GSS
資格テーブルにデータを入れておく必要がありません。以前のリリースでは、NFS
サービスを機能させるために、GSS資格テーブルにデータを入れておく必要があり
ました。デフォルトマッピングでは十分でない場合、たとえばインスタンスコン
ポーネントを含む主体名をマッピングする場合などは、そのほかの方法を使用すべ
きです。詳細については、次のトピックを参照してください。

■ 411ページの「資格テーブルを作成する方法」
■ 411ページの「資格テーブルに 1つのエントリを追加する方法」
■ 412ページの「レルム間の資格マッピングを提供する方法」
■ 481ページの「GSS資格のUNIX資格へのマッピングの監視」

Kerberosレルムへのユーザーの自動的な移行
PAMフレームワークを使用して、デフォルトのKerberosレルムに有効なユーザーア
カウントを持たないUNIXユーザーを自動的に移行することができます。具体的に
は、pam_krb5_migrateモジュールを PAMサービスの認証スタックで使用しま
す。Kerberos主体を持たないユーザーがパスワードを使用してシステムへのログイ
ンを行うたびに、そのユーザーに対してKerberos主体が自動的に作成されるよう
に、サービスを設定します。新しい主体パスワードはUNIXパスワードと同じにし
ます。pam_krb5_migrateモジュールの使用方法については、430ページの「Kerberos
レルム内のユーザーを自動的に移行するように構成する方法」を参照してくださ
い。

GSS資格のUNIX資格へのマッピング
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使用するデータベースの伝播システム
マスターKDCに格納されているデータベースは、定期的にスレーブKDCに伝播す
る必要があります。データベースの伝播は増分的に構成することができます。増分
処理によって、データベース全体ではなく、更新された情報だけがスレーブKDCに
伝播されます。データベースの伝播の詳細については、440ページの「Kerberos
データベースの管理」を参照してください。

増分伝播を使用しない場合、最初に解決すべき問題の 1つは、スレーブKDCの更新
頻度です。すべてのクライアントが最新の情報を使用できるようにしておく必要性
について、更新の完了にかかる時間と比較検討する必要があります。

1つのレルムに多くのKDCが配置されている場合は、1つまたは複数のスレーブから
もデータを伝播すると、伝播プロセスを並行して行うことができます。この方法を
利用すると、データの更新時間は少なくなりますが、レルムの管理は複雑になりま
す。この戦略の詳細については、452ページの「並列伝播の設定」を参照してくださ
い。

レルム内でのクロックの同期
Kerberos認証システムに参加するすべてのホストは、ホスト間の時間の差が指定し
た最大時間内になるように内部クロックを同期化する必要があります。「クロック
スキュー」と呼ばれるこの機能も、Kerberosセキュリティー検査の 1つです。参加し
ているホスト間でクロックスキューを超過すると、要求が拒否されます。

すべてのクロックを同期化するときは、Network Time Protocol (NTP)ソフトウェアを
使用します。詳細については、434ページの「KDCとKerberosクライアントのク
ロックの同期化」を参照してください。クロックの同期化にはほかにも方法があ
り、NTPは必須ではありません。任意の同期化形式を使用して、クロックス
キューによるアクセス障害を回避してください。

クライアントの構成オプション
kclient構成ユーティリティーは、対話型モードまたは非対話型モードで実行できま
す。対話型モードでは、ユーザーは、Kerberos固有のパラメータ値を要求されま
す。このパラメータ値によって、クライアントの構成時に既存のインストールを変
更することができます。非対話型モードでは、前もってパラメータ値が設定された
ファイルが使用されます。また、非対話型モードではコマンド行オプションも使用
できます。対話型モードでも非対話型モードでも手動の処理よりも手順が少なくて
すむので、プロセスが迅速化され、ミスが起こりにくくなります。

クライアントの構成オプション
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構成不要のKerberosクライアントが可能になるように変更が加えられています。環
境内で次の規則に従うと、Solaris Kerberosクライアントには明示的な構成手順が必要
なくなります。

■ DNSが、KDC用の SRVレコードを返すように構成されている。
■ レルム名がDNSドメイン名に一致するか、またはKDCがリフェラルをサポート
する。

■ Kerberosクライアントがキータブファイルを必要としない。

場合によっては、Kerberosクライアントを明示的に構成する方がよいことがありま
す。

■ リフェラルが使用されていない場合、構成不要のロジックは、レルムを決定する
ためにホストのDNSドメイン名に依存します。これにより若干のセキュリ
ティーリスクが導入されますが、このリスクは dns_lookup_realmを有効にするよ
りはるかに軽微です。

■ pam_krb5モジュールは、キータブ内のホスト鍵のエントリに依存します。この要
件は krb5.confファイルで無効にすることができますが、セキュリティー上の理
由からそれはお勧めできません。krb5.conf(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

■ 構成不要のプロセスは直接の構成に比べて非効率的であり、しかもDNSに大きく
依存します。このプロセスは、直接構成されたクライアントに比べて多数のDNS
検索を実行します。

クライアントの設定プロセス全体の詳細については、415ページの「Kerberosクライ
アントの構成」を参照してください。

クライアントログインのセキュリティーの改善
ログイン時にクライアントは pam_krb5モジュールを使用して、最新のTGTを発行し
たKDCと、/etc/krb5/krb5.keytabに格納されているクライアントのホスト主体を発
行したKDCが同じであることを確認します。pam_krb5モジュールは、認証スタック
で構成されるときにKDCを確認します。クライアントのホスト主体を保存しない
DHCPクライアントなど、一部の構成ではこの確認を無効にする必要がありま
す。この確認をオフに設定するには、krb5.confファイルの verify_ap_req_nofailオ
プションを falseに設定する必要があります。詳細は、428ページの「チケット認可チ
ケットの確認を無効にする方法」を参照してください。

クライアントログインのセキュリティーの改善
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KDCの構成オプション
KDCの構成には、いくつかの方法があります。もっとも簡単な方法は、kdcmgr

ユーティリティーを使用してKDCを自動的に、または対話形式で構成する方法で
す。自動的な方法を使用する場合は、コマンド行オプションを使用して構成パラ
メータを定義する必要があります。この方法はスクリプトに特に適しています。対
話的な方法では、必要なすべての情報を入力するよう促されます。このコマンドを
使用する手順への指針については、表 21–1を参照してください。

また、LDAPを使用するとKerberosのデータベースファイルを管理する機能のサ
ポートも使用できます。手順については、390ページの「LDAPデータサーバーを使
用するようにKDCを構成する方法」を参照してください。LDAPを使用する
と、Kerberosデータベースとその既存のディレクトリサーバーの設定をより適切に
調整する必要があるサイトの管理が簡略化されます。

委託のためのサービスの信頼
一部のアプリケーションでは、クライアントが、ほかのサービスへの接続時にそれ
に代わって動作するサーバーに権限を委託することが必要な場合があります。その
クライアントは、中間サーバーに資格を転送する必要があります。サーバーへの
サービスチケットを取得するクライアントの機能では、委託された資格の受け入れ
をそのサーバーに信頼して任せられるかどうかに関する情報がクライアントに伝え
られません。kadminコマンドの ok_to_auth_as_delegateオプションは、中間
サーバーにそのような資格の受け入れを信頼して任せられるかどうかに関する
ローカルレルムポリシーをKDCからクライアントに送る方法を提供します。

KDC応答の暗号化された部分に含まれる資格チケットフラグのコピーには、そのチ
ケットに指定されたサーバーが委託の適切な受け入れ側であるようにレルムのポリ
シーで決められていることをクライアントに知らせるために ok_to_auth_as_delegate

オプションが設定されていることがあります。クライアントは、この情報の存在を
使用して、(プロキシまたは転送されたTGTを付与することによって)この
サーバーに資格を委託するかどうかを決めます。このオプションの設定時に、管理
者は、そのサービスで委託された資格の使用が必要であるかどうかに加え
て、サービスが実行されるサーバーのセキュリティーや配置にも考慮する必要があ
ります。

委託のためのサービスの信頼
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Kerberosの暗号化タイプ
暗号化タイプとは、Kerberosサービスで使用される、暗号化アルゴリズム、暗号化
モード、およびハッシュアルゴリズムを特定する識別子です。Kerberosサービスの
鍵は、暗号化タイプに関連付けられ、サービスが鍵を使って暗号化処理を行うとき
に使用される暗号化アルゴリズムと暗号化モードを特定します。サポートされる暗
号化タイプは次のとおりです。

■ des-cbc-md5

■ des-cbc-crc

■ des3-cbc-sha1-kd

■ arcfour-hmac-md5

■ arcfour-hmac-md5-exp

■ aes128-cts-hmac-sha1-96

■ aes256-cts-hmac-sha1-96

注 – Solaris 10 8/07より前のリリースでは、別売の Strong Cryptographicパッケージがイ
ンストールされている場合は、Kerberosサービスで aes256-cts-hmac-sha1-96暗号化
タイプを使用できます。

暗号化タイプを変更する場合は、新しい主体データベースの作成時に行いま
す。KDC、サーバー、クライアント間の相互作用のために、既存のデータベースで
の暗号化タイプの変更は困難です。データベースを再作成しない場合は、これらの
パラメータは設定しないでおいてください。詳細については、554ページ
の「Kerberos暗号化タイプの使用」を参照してください。

注 – Solaris 10リリースを実行していないマスターKDCがインストールされている場
合は、マスターKDCをアップグレードする前に、スレーブKDCを Solaris 10リ
リースにアップグレードする必要があります。Solaris 10のマスターKDCでは、古い
スレーブが処理できない新しい暗号化タイプが使用されます。

Oracle Solaris 11リリースでは、脆弱な暗号化タイプ
arcfour-hmac-md5-exp、des-cbc-md5、および des-cbc-crcはデフォルトで禁止されて
います。これらの暗号化タイプを使用して続行する必要がある場合は (特に、telnet

の場合)、/etc/krb5/krb5.confファイルの libdefaultsセクション内で
allow_weak_crypto = true を設定します。

Kerberosの暗号化タイプ
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Kerberosグラフィカル管理ツールでのオンラインヘルプ
URL

Kerberosグラフィカル管理ツール gkadminではオンラインヘルプURLが使用されるた
め、「Help Contents」メニューが機能するようにURLを適切に定義する必要があり
ます。このドキュメントのHTML版は、任意のサーバーにインストールできま
す。あるいは、http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/

index.htmlのコレクションを使用することもできます。

URLは、Kerberosサービスを使用するようにホストを構成するときに krb5.conf

ファイルで指定します。URLは、このドキュメントの「Kerberos主体とポリシーの
管理 (タスク)」の章の486ページの「SEAM Tool」というセクションを指すようにし
てください。必要に応じて、別のHTMLページを選択することもできます。

Kerberosグラフィカル管理ツールでのオンラインヘルプURL
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Kerberosサービスの構成 (タスク)

この章では、KDCサーバー、ネットワークアプリケーションサーバー、NFS
サーバー、およびKerberosクライアントの構成手順について説明します。手順の多
くはスーパーユーザーアクセスを必要とするため、この作業はシステム管理者や上
級ユーザーが行なってください。レルム間の構成手順など、KDCサーバーに関する
トピックについても説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 381ページの「Kerberosサービスの構成 (タスクマップ)」
■ 383ページの「KDCサーバーの構成」
■ 415ページの「Kerberosクライアントの構成」
■ 403ページの「レルム間認証の構成」
■ 405ページの「Kerberosネットワークアプリケーションサーバーの構成」
■ 408ページの「Kerberos NFSサーバーの構成」
■ 434ページの「KDCとKerberosクライアントのクロックの同期化」
■ 435ページの「マスターKDCとスレーブKDCの入れ替え」
■ 440ページの「Kerberosデータベースの管理」
■ 458ページの「Kerberosサーバー上のセキュリティーの強化」

Kerberosサービスの構成 (タスクマップ)
構成手順は、その個々の手順がほかの手順に依存するため、特定の順序で実行する
必要があります。多くの場合、これらの手順に従うことにより、Kerberosサービス
に必要なサービスを設定できます。その他の手順は互いに依存しないため、任意の
タイミングで実行できます。次のタスクマップで、推奨するKerberosのインス
トール順序を示します。

21第 2 1 章
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タスク 説明 参照先

1. Kerberosインストールを計画
します。

ソフトウェア構成処理を開始する前に、構成に
ついての問題を解決します。事前に計画するこ
とで、結果的に時間やその他のリソースを節約
できます。

第 20章「Kerberosサービスの計
画」

2. (オプション) NTPをインス
トールします。

Network Time Protocol (NTP)ソフトウェア、また
は別のクロック同期プロトコルを構成しま
す。Kerberosサービスが正常に動作するには、レ
ルムに含まれるすべてのシステムのクロックを
同期化する必要があります。

434ページの「KDCとKerberosク
ライアントのクロックの同期化」

3. KDCサーバーを構成しま
す。

レルムにマスターKDCサーバー、スレーブKDC
サーバー、およびKDCデータベースを構成およ
び構築します。

383ページの「KDCサーバーの構
成」

4. (オプション) KDCのセ
キュリティーを強化します。

KDCサーバーに対するセキュリティー侵害を回
避します。

459ページの「KDCサーバーへの
アクセスを制限する方法」

5. (オプション)入れ替え可能な
KDCを構成します。

マスターKDCとスレーブKDCを簡単に入れ替
えできるようにします。

435ページの「入れ替え可能なス
レーブKDCを構成する方法」

追加のKerberosサービスの構成 (タスクマップ)
必要な手順が完了したあと、必要に応じて次の手順を行います。

タスク 説明 参照先

レルム間認証を構成します。 レルム間の通信を使用可能にします。 403ページの「レルム間認証の構
成」

Kerberosアプリケーション
サーバーを構成します。

サーバーが ftp、telnet、rshなどのサービスを
Kerberos認証を使ってサポートできるようにしま
す。

405ページの「Kerberosネット
ワークアプリケーション
サーバーの構成」

Kerberosクライアントを構成し
ます。

クライアントがKerberosサービスを使用できる
ようにします。

415ページの「Kerberosクライアン
トの構成」

Kerberos NFSサーバーを構成し
ます。

Kerberos認証を必要とするファイルシステム
を、サーバーが共有できるようにします。

408ページの「Kerberos NFS
サーバーの構成」

追加の Kerberosサービスの構成 (タスクマップ)
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KDCサーバーの構成
Kerberosソフトウェアをインストールしたあと、KDCサーバーを構成する必要があ
ります。資格を発行するには、1つのマスターKDCと 1つ以上のスレーブKDCを構
成する必要があります。KDCが発行する資格は、Kerberosサービスの基本要素であ
るため、KDCをインストールしないと、ほかのタスクを行うことはできません。

マスターKDCとスレーブKDCのもっとも大きな違いは、マスターKDCのみが
データベース管理要求を処理できることです。たとえば、パスワードの変更や新し
い主体の追加は、マスターKDCで行います。これらの変更は、スレーブKDCに伝
播されます。資格の生成は、スレーブKDCとマスターKDCが行います。この機能
は、マスターKDCが応答できない場合に、冗長性を確保します。

表 21–1 KDCサーバーの構成 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

マスターKDCを構成します。 スクリプトに適した自動のプロセスを使用し
て、レルムにマスターKDCサーバーとデータ
ベースを構成および構築します。

384ページの「マスターKDCを自
動的に構成する方法」

ほとんどのインストールにとっては十分な対話
型のプロセスを使用して、レルムにマスター
KDCサーバーとデータベースを構成および構築
します

385ページの「マスターKDCを対
話的に構成する方法」

より複雑なインストールに必要な手動のプロセ
スを使用して、レルムにマスターKDC
サーバーとデータベースを構成および構築しま
す。

386ページの「マスターKDCを手
動で構成する方法」

手動のプロセスを使用し、さらにKDC用に
LDAPを使用して、レルムにマスターKDC
サーバーとデータベースを構成および構築しま
す。

390ページの「LDAPデータ
サーバーを使用するようにKDCを
構成する方法」

スレーブKDCを構成します。 スクリプトに適した自動のプロセスを使用し
て、レルムにスレーブKDCサーバーを構成およ
び構築します

396ページの「スレーブKDCを自
動的に構成する方法」

ほとんどのインストールにとっては十分な対話
型のプロセスを使用して、レルムにスレーブ
KDCサーバーを構成および構築します

397ページの「スレーブKDCを対
話的に構成する方法」

より複雑なインストールに必要な手動のプロセ
スを使用して、レルムにスレーブKDC
サーバーを構成および構築します。

398ページの「スレーブKDCを手
動で構成する方法」
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表 21–1 KDCサーバーの構成 (タスクマップ) (続き)
タスク 説明 参照先

KDCサーバー上の主体鍵をリ
フレッシュします。

新しい暗号化タイプを使用してKDCサーバー上
のセッション鍵を更新します。

402ページの「マス
ターサーバー上でチケット認可
サービス鍵をリフレッシュする方
法」

▼ マスターKDCを自動的に構成する方法
Oracle Solaris 11リリースでは、次の手順を使用するとマスターKDCを自動的に構成
できます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

KDCを作成します。
kdcmgrユーティリティーを実行してKDCを作成します。マスター鍵のパスワードと
管理主体のパスワードの両方を指定する必要があります。
kdc1# kdcmgr -a kws/admin -r EXAMPLE.COM create master

Starting server setup

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

Setting up /etc/krb5/kdc.conf

Setting up /etc/krb5/krb5.conf

Initializing database ’/var/krb5/principal’ for realm ’EXAMPLE.COM’,

master key name ’K/M@EXAMPLE.COM’

You will be prompted for the database Master Password.

It is important that you NOT FORGET this password.

Enter KDC database master key: <Type the password>
Re-enter KDC database master key to verify: <Type it again>

Authenticating as principal root/admin@EXAMPLE.COM with password.

WARNING: no policy specified for kws/admin@EXAMPLE.COM; defaulting to no policy

Enter password for principal "kws/admin@EXAMPLE.COM": <Type the password>
Re-enter password for principal "kws/admin@EXAMPLE.COM": <Type it again>
Principal "kws/admin@EXAMPLE.COM" created.

Setting up /etc/krb5/kadm5.acl.

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

Setup COMPLETE.

kdc1#

始める前に
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▼ マスターKDCを対話的に構成する方法
Oracle Solarisリリースでは、次の手順を使用するとマスターKDCを対話形式で構成
できます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

KDCを作成します。
kdcmgrユーティリティーを実行してKDCを作成します。マスター鍵のパスワードと
管理主体のパスワードの両方を指定する必要があります。
kdc1# kdcmgr create master

Starting server setup

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

Enter the Kerberos realm: EXAMPLE.COM

Setting up /etc/krb5/kdc.conf

Setting up /etc/krb5/krb5.conf

Initializing database ’/var/krb5/principal’ for realm ’EXAMPLE.COM’,

master key name ’K/M@EXAMPLE.COM’

You will be prompted for the database Master Password.

It is important that you NOT FORGET this password.

Enter KDC database master key: <Type the password>
Re-enter KDC database master key to verify: <Type it again>

Enter the krb5 administrative principal to be created: kws/admin

Authenticating as principal root/admin@EXAMPLE.COM with password.

WARNING: no policy specified for kws/admin@EXAMPLE.COM; defaulting to no policy

Enter password for principal "kws/admin@EXAMPLE.COM": <Type the password>
Re-enter password for principal "kws/admin@EXAMPLE.COM": <Type it again>
Principal "kws/admin@EXAMPLE.COM" created.

Setting up /etc/krb5/kadm5.acl.

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

Setup COMPLETE.

kdc1#

KDCサーバーのステータスの表示

kdcmgr statusコマンドを使用すると、マスターKDCサーバーまたはスレーブKDC
サーバーのどちらかに関する情報を表示できます。

始める前に
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▼ マスターKDCを手動で構成する方法
この手順では、増分伝播を構成します。さらに、次の構成パラメータを使用しま
す。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ DNSドメイン名 = example.com

■ マスターKDC = kdc1.example.com

■ admin主体 = kws/admin

■ オンラインヘルプURL =
http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1456/aadmin-23.html

注 –このURLは、379ページの「Kerberosグラフィカル管理ツールでのオンライン
ヘルプURL」に説明されているセクションを指すように調整してください。

この手順を実行するには、ホストがDNSを使用するように構成されている必要があ
ります。マスターKDCを入れ替え可能にする場合の手順については、435ページ
の「マスターKDCとスレーブKDCの入れ替え」を参照してください。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

Kerberos構成ファイル (krb5.conf)を編集します。
レルム名とサーバー名を変更する必要があります。このファイルの詳細
は、krb5.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]

default_realm = EXAMPLE.COM

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc1.example.com

admin_server = kdc1.example.com

}

[domain_realm]

.example.com = EXAMPLE.COM

#

# if the domain name and realm name are equivalent,

# this entry is not needed

#

[logging]

default = FILE:/var/krb5/kdc.log

kdc = FILE:/var/krb5/kdc.log

[appdefaults]

gkadmin = {

始める前に
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help_url = http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1456/aadmin-23.html

}

この例では、default_realm、kdc、admin_server、およびすべての domain_realmエン
トリの行を変更しました。また、help_urlを定義する行を編集しました。

注 –暗号化タイプを制限する場合は、default_tkt_enctypesまたは
default_tgs_enctypesの行を設定します。暗号化タイプの制限に関する詳細は、554
ページの「Kerberos暗号化タイプの使用」を参照してください。

KDC構成ファイル (kdc.conf)を編集します。
レルム名を変更する必要があります。このファイルの詳細は、kdc.conf(4)のマ
ニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]

kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM = {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal

acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000

}

この例では、realmsセクションのレルム名定義を変更しました。また、realmsセク
ションで、増分伝播できるようにする行とログ内に保持するKDCマスターの更新数
を選択する行を追加しました。

注 –暗号化タイプを制限する場合は、permitted_enctypes、supported_enctypes、ま
たは master_key_typeの行を設定します。暗号化タイプの制限に関する詳細は、554
ページの「Kerberos暗号化タイプの使用」を参照してください。

kdb5_utilコマンドを使用して、KDCデータベースを作成します。
kdb5_utilは、KDCデータベースを作成するコマンドです。-sオプションを指定す
ると、kadmindと krb5kdcデーモンが起動する前に、KDCの認証に使用される stash
ファイルが作成されます。
kdc1 # /usr/sbin/kdb5_util create -s

Initializing database ’/var/krb5/principal’ for realm ’EXAMPLE.COM’

master key name ’K/M@EXAMPLE.COM’

You will be prompted for the database Master Password.

It is important that you NOT FORGET this password.

Enter KDC database master key: <Type the key>
Re-enter KDC database master key to verify: <Type it again>
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Kerberosアクセス制御リストファイル (kadm5.acl)を編集します。

作成された /etc/krb5/kadm5.aclファイルには、KDCを管理できる主体名がすべて含
まれている必要があります。
kws/admin@EXAMPLE.COM *

このエントリにより、EXAMPLE.COMレルム内の kws/admin主体は、KDC内の主体また
はポリシーを変更できるようになります。デフォルトのインストールには、すべて
の admin主体に一致するアスタリスク (*)が含まれます。このデフォルトの指定で
は、セキュリティーが低下する可能性があります。そのため、admin主体すべてを列
挙すると、セキュリティーが向上します。詳細は、kadm5.acl(4)のマニュアルページ
を参照してください。

管理主体をデータベースに追加します。

必要な数の admin主体を追加できます。KDC構成処理を完了するには、1つ以上の
admin主体を追加する必要があります。この例では、kws/admin主体を追加しま
す。「kws」の代わりに、適切な主体名で置き換えることができます。
kadmin.local: addprinc kws/admin

Enter password for principal kws/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>
Re-enter password for principal kws/admin@EXAMPLE.COM: <Type it again>
Principal "kws/admin@EXAMPLE.COM" created.

kadmin.local:

Kerberosデーモンを起動します。
kdc1 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc

kdc1 # svcadm enable -r network/security/kadmin

kadminを起動して、主体をさらに追加します。

この時点で、Kerberosグラフィカル管理ツールを使用して、主体を追加できま
す。追加するには、上記の手順で作成した admin主体名を使用してログインする必要
があります。ただし、次のコマンド行の例では、簡略化されています。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. マスターKDCの host主体を作成します。

ホスト主体は、変更をスレーブKDCに伝播するために、kpropなどのKerberosア
プリケーションで使用されます。この主体はまた、sshなどのアプリケーション
を使用して、KDCサーバーにセキュリティー保護されたリモートアクセスを提供
するためにも使用されます。主体のインスタンスがホスト名のときは、ネーム
サービス内のドメイン名が大文字であるか小文字であるかに関係なく、FQDNは
小文字で指定する必要があります。
kadmin: addprinc -randkey host/kdc1.example.com

Principal "host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:
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b. (省略可能) kclient主体を作成します。

この主体は、Kerberosクライアントのインストール中に kclientユーティリ
ティーで使用されます。このユーティリティーを使用しない場合は、主体に追加
する必要はありません。kclientユーティリティーのユーザーは、このパス
ワードを使用する必要があります。

kadmin: addprinc clntconfig/admin

Enter password for principal clntconfig/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>
Re-enter password for principal clntconfig/admin@EXAMPLE.COM: <Type it again>
Principal "clntconfig/admin@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:

c. マスターKDCのキータブファイルにマスターKDCの host主体を追加します。

キータブファイルにホスト主体を追加すると、sshdなどのアプリケーション
サーバーによってこの主体が自動的に使用されるようになります。

kadmin: ktadd host/kdc1.example.com

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

d. kadminを終了します。
kadmin: quit

(省略可能) NTPまたは別のクロック同期メカニズムを使用して、マスターKDCのク
ロックを同期化します。

Network Time Protocol (NTP)のインストールと使用は必要はありません。ただし、認
証が正常終了するには、すべてのクロックが krb5.confファイルの libdefaultsセク
ションに定義されているデフォルト時間内に収まるようにする必要がありま
す。NTPについては、434ページの「KDCとKerberosクライアントのクロックの同期
化」を参照してください。

スレーブKDCの構成

冗長性を提供するには、スレーブKDCを必ず 1つ以上インストールするようにして
ください。手順については、398ページの「スレーブKDCを手動で構成する方
法」を参照してください。
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▼ LDAPデータサーバーを使用するようにKDCを構
成する方法
LDAPデータサーバーを使用するようにKDCを構成するには、次の手順を使用しま
す。

この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ DNSドメイン名 = example.com

■ マスターKDC = kdc1.example.com

■ ディレクトリサーバー = dsserver.example.com

■ admin主体 = kws/admin

■ LDAPサービスの FMRI = svc:/application/sun/ds:ds--var-opt-SUNWdsee-dsins1

■ オンラインヘルプURL =
http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1456/aadmin-23.html

注 –このURLは、379ページの「Kerberosグラフィカル管理ツールでのオンライン
ヘルプURL」に説明されているセクションを指すように調整してください。

この手順を実行する場合も、ホストがDNSを使用するように構成されている必要が
あります。パフォーマンスを向上させるためには、KDCと LDAPディレクトリ
サービスを同じサーバーにインストールしてください。さらに、ディレクトリ
サーバーも稼働させるようにしてください。次の手順は、Sun Directory Server
Enterprise Edition 7.0リリースを使用しているサーバーで機能します。

KDCサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

SSLを使用してディレクトリサーバーに接続するようにマスターKDCを構成します。
次の手順では、Directory Server自己署名付き証明書を使用するようにリリースの
KDCを構成します。証明書の期限が切れている場合は、「「To Manage Self-Signed
Certificates」」の手順に従って証明書を更新してください。

a. ディレクトリサーバーで、自己署名付きのディレクトリサーバー証明書をエクス
ポートします。
# /export/sun-ds6.1/ds6/bin/dsadm show-cert -F der /export/sun-ds6.1/directory2 \

defaultCert > /tmp/defaultCert.cert.der

b. マスターKDCで、そのディレクトリサーバー証明書をインポートします。
# pktool setpin keystore=nss dir=/var/ldap

# chmod a+r /var/ldap/*.db

始める前に
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# pktool import keystore=nss objtype=cert trust="CT" infile=/tmp/defaultCert.certutil.der \

label=defaultCert dir=/var/ldap

c. マスターKDCで、SSLが機能していることをテストします。

この例では、cn=directory managerエントリに管理権限が付与されているものと
します。

/usr/bin/ldapsearch -Z -P /var/ldap -D "cn=directory manager" \

-h dsserver.example.com -b "" -s base objectclass=’*’

Subject:

"CN=dsserver.example.com,CN=636,CN=Directory Server,O=Example Corporation

CN=dsserver.example.comエントリに、短縮版ではなく完全修飾ホスト名が含まれ
ているはずです。

必要に応じて、LDAPディレクトリにデータを設定します。

既存のスキーマにKerberosスキーマを追加します。
# ldapmodify -h dsserver.example.com -D "cn=directory manager" -f /usr/share/lib/ldif/kerberos.ldif

LDAPディレクトリ内にKerberosコンテナを作成します。

krb5.confファイルに次のエントリを追加します。

a. データベースの種類を定義します。

realmsセクションに database_moduleを定義するエントリを追加します。

database_module = LDAP

b. データベースのモジュールを定義します。
[dbmodules]

LDAP = {

ldap_kerberos_container_dn = "cn=krbcontainer,dc=example,dc=com"

db_library = kldap

ldap_kdc_dn = "cn=kdc service,ou=profile,dc=example,dc=com"

ldap_kadmind_dn = "cn=kadmin service,ou=profile,dc=example,dc=com"

ldap_cert_path = /var/ldap

ldap_servers = ldaps://dsserver.example.com

}

c. LDAPディレクトリ内にKDCを作成します。

このコマンドによって、krbcontainerとその他のいくつかのオブジェクトが作成
されます。また、/var/krb5/.k5.EXAMPLE.COMマスター鍵の stashファイルも作成
されます。

# kdb5_ldap_util -D "cn=directory manager" create -P abcd1234 -r EXAMPLE.COM -s
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KDCのバインド識別名 (DN)のパスワードを隠します。
これらのパスワードは、DSにバインドするときにKDCによって使用されま
す。KDCは、そのKDCが使用しているアクセスの種類に応じて異なる役割を使用し
ます。
# kdb5_ldap_util stashsrvpw "cn=kdc service,ou=profile,dc=example,dc=com"

# kdb5_ldap_util stashsrvpw "cn=kadmin service,ou=profile,dc=example,dc=com"

KDCサービスの役割を追加します。

a. 次に示すような内容を含む kdc_roles.ldifファイルを作成します。
dn: cn=kdc service,ou=profile,dc=example,dc=com

cn: kdc service

sn: kdc service

objectclass: top

objectclass: person

userpassword: test123

dn: cn=kadmin service,ou=profile,dc=example,dc=com

cn: kadmin service

sn: kadmin service

objectclass: top

objectclass: person

userpassword: test123

b. LDAPディレクトリ内に役割のエントリを作成します。
# ldapmodify -a -h dsserver.example.com -D "cn=directory manager" -f kdc_roles.ldif

KDCに関連する役割のACLを設定します。
# cat << EOF | ldapmodify -h dsserver.example.com -D "cn=directory manager"
# Set kadmin ACL for everything under krbcontainer.

dn: cn=krbcontainer,dc=example,dc=com

changetype: modify

add: aci

aci: (target="ldap:///cn=krbcontainer,dc=example,dc=com")(targetattr="krb*")(version 3.0;\

acl kadmin_ACL; allow (all)\

userdn = "ldap:///cn=kadmin service,ou=profile,dc=example,dc=com";)

# Set kadmin ACL for everything under the people subtree if there are

# mix-in entries for krb princs:

dn: ou=people,dc=example,dc=com

changetype: modify

add: aci

aci: (target="ldap:///ou=people,dc=example,dc=com")(targetattr="krb*")(version 3.0;\

acl kadmin_ACL; allow (all)\

userdn = "ldap:///cn=kadmin service,ou=profile,dc=example,dc=com";)
EOF

Kerberos構成ファイル (krb5.conf)を編集します。
レルム名とサーバー名を変更する必要があります。このファイルの詳細
は、krb5.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]
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default_realm = EXAMPLE.COM

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc1.example.com

admin_server = kdc1.example.com

}

[domain_realm]

.example.com = EXAMPLE.COM

#

# if the domain name and realm name are equivalent,

# this entry is not needed

#

[logging]

default = FILE:/var/krb5/kdc.log

kdc = FILE:/var/krb5/kdc.log

[appdefaults]

gkadmin = {

help_url = http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1456/aadmin-23.html

}

この例では、default_realm、kdc、admin_server、およびすべての domain_realmエン
トリの行を変更しました。また、help_urlを定義する行を編集しました。

注 –暗号化タイプを制限する場合は、default_tkt_enctypesまたは
default_tgs_enctypesの行を設定します。暗号化タイプの制限に関する詳細は、554
ページの「Kerberos暗号化タイプの使用」を参照してください。

KDC構成ファイル (kdc.conf)を編集します。

レルム名を変更する必要があります。このファイルの詳細は、kdc.conf(4)のマ
ニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]

kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM = {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal

acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000

}

この例では、realmsセクションのレルム名定義を変更しました。また、realmsセク
ションで、増分伝播できるようにする行とログ内に保持するKDCマスターの更新数
を選択する行を追加しました。
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注 –暗号化タイプを制限する場合は、permitted_enctypes、supported_enctypes、ま
たは master_key_typeの行を設定します。暗号化タイプの制限に関する詳細は、554
ページの「Kerberos暗号化タイプの使用」を参照してください。

Kerberosアクセス制御リストファイル (kadm5.acl)を編集します。

作成された /etc/krb5/kadm5.aclファイルには、KDCを管理できる主体名がすべて含
まれている必要があります。

kws/admin@EXAMPLE.COM *

このエントリにより、EXAMPLE.COMレルム内の kws/admin主体は、KDC内の主体また
はポリシーを変更できるようになります。デフォルトのインストールには、すべて
の admin主体に一致するアスタリスク (*)が含まれます。このデフォルトの指定で
は、セキュリティーが低下する可能性があります。そのため、admin主体すべてを列
挙すると、セキュリティーが向上します。詳細は、kadm5.acl(4)のマニュアルページ
を参照してください。

kadmin.localコマンドを起動し、主体を追加します。

次の手順では、Kerberosサービスで使用される主体を作成します。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin.local

kadmin.local:

a. データベースに管理主体を追加します。

必要な数の admin主体を追加できます。KDC構成処理を完了するには、1つ以上
の admin主体を追加する必要があります。この例では、kws/admin主体を追加しま
す。「kws」の代わりに、適切な主体名で置き換えてください。

kadmin.local: addprinc kws/admin

Enter password for principal kws/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>
Re-enter password for principal kws/admin@EXAMPLE.COM: <Type it again>
Principal "kws/admin@EXAMPLE.COM" created.

kadmin.local:

b. kadmin.localを終了します。

以降の手順で必要になる主体をすべて追加しました。

kadmin.local: quit

10

11

KDCサーバーの構成

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月394

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN4kadm5.acl-4


(省略可能) Kerberosサービスの LDAP依存性を構成します。
LDAPおよびKDCサーバーが同一のホスト上で稼働しており、LDAPサービスが
SMF FMRIを使って構成されている場合は、Kerberosデーモンの LDAPサービスに対
する依存性を追加します。この依存性により、LDAPサービスが再起動するとKDC
サービスも再起動するようになります。

a. krb5kdcサービスへの依存性を追加します。
# svccfg -s security/krb5kdc

svc:/network/security/krb5kdc> addpg dsins1 dependency

svc:/network/security/krb5kdc> setprop dsins1/entities = \

fmri: "svc:/application/sun/ds:ds--var-opt-SUNWdsee-dsins1"

svc:/network/security/krb5kdc> setprop dsins1/grouping = astring: "require_all"

svc:/network/security/krb5kdc> setprop dsins1/restart_on = astring: "restart"

svc:/network/security/krb5kdc> setprop dsins1/type = astring: "service"

svc:/network/security/krb5kdc> exit

b. kadminサービスへの依存性を追加します。
# svccfg -s security/kadmin

svc:/network/security/kadmin> addpg dsins1 dependency

svc:/network/security/kadmin> setprop dsins1/entities =\

fmri: "svc:/application/sun/ds:ds--var-opt-SUNWdsee-dsins1"

svc:/network/security/kadmin> setprop dsins1/grouping = astring: "require_all"

svc:/network/security/kadmin> setprop dsins1/restart_on = astring: "restart"

svc:/network/security/kadmin> setprop dsins1/type = astring: "service"

svc:/network/security/kadmin> exit

Kerberosデーモンを起動します。
kdc1 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc

kdc1 # svcadm enable -r network/security/kadmin

kadminを起動して、主体をさらに追加します。

この時点で、Kerberos GUI管理ツールを使用すると、主体を追加できます。追加する
には、上記の手順で作成した admin主体名を使用してログインする必要がありま
す。ただし、次のコマンド行の例では、簡略化されています。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. マスターKDCの host主体を作成します。

host主体は、klistや kpropなどのKerberosアプリケーションで使用されま
す。クライアントは、認証されたNFSファイルシステムをマウントするとき
に、この主体を使用します。主体のインスタンスがホスト名のときは、ネーム
サービス内のドメイン名が大文字であるか小文字であるかに関係なく、FQDNは
小文字で指定する必要があります。
kadmin: addprinc -randkey host/kdc1.example.com

Principal "host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:
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b. (省略可能) kclient主体を作成します。
この主体は、Kerberosクライアントのインストール中に kclientユーティリ
ティーで使用されます。このユーティリティーを使用しない場合は、主体に追加
する必要はありません。kclientユーティリティーのユーザーは、このパス
ワードを使用する必要があります。
kadmin: addprinc clntconfig/admin

Enter password for principal clntconfig/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>
Re-enter password for principal clntconfig/admin@EXAMPLE.COM: <Type it again>
Principal "clntconfig/admin@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:

c. マスターKDCのキータブファイルにマスターKDCの host主体を追加します。
キータブファイルに追加したホスト主体が、自動的に使用されます。

kadmin: ktadd host/kdc1.example.com

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

d. kadminを終了します。
kadmin: quit

(省略可能) NTPまたは別のクロック同期メカニズムを使用して、マスターKDCク
ロックを同期化します。
Network Time Protocol (NTP)のインストールと使用は必要はありません。ただし、認
証が正常終了するには、krb5.confファイルの libdefaultsセクションに定義されて
いるデフォルト時間内に収まるよう、すべてのクロックを調整する必要がありま
す。NTPについては、434ページの「KDCとKerberosクライアントのクロックの同期
化」を参照してください。

スレーブKDCの構成
冗長性を提供するには、スレーブKDCを必ず 1つ以上インストールするようにして
ください。手順については、398ページの「スレーブKDCを手動で構成する方
法」を参照してください。

▼ スレーブKDCを自動的に構成する方法
Oracle Solarisリリースでは、次の手順を使用するとスレーブKDCを自動的に構成で
きます。
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root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

KDCを作成します。
kdcmgrユーティリティーを実行してKDCを作成します。マスター鍵のパスワードと
管理主体のパスワードの両方を指定する必要があります。
kdc2# kdcmgr -a kws/admin -r EXAMPLE.COM create -m kdc1 slave

Starting server setup

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

Setting up /etc/krb5/kdc.conf

Setting up /etc/krb5/krb5.conf

Obtaining TGT for kws/admin ...

Password for kws/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>

Setting up /etc/krb5/kadm5.acl.

Setting up /etc/krb5/kpropd.acl.

Waiting for database from master...

Waiting for database from master...

Waiting for database from master...

kdb5_util: Cannot find/read stored master key while reading master key

kdb5_util: Warning: proceeding without master key

Enter KDC database master key: <Type the password>

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

Setup COMPLETE.

kdc2#

▼ スレーブKDCを対話的に構成する方法
スレーブKDCを対話形式で構成するには、次の手順を使用します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

KDCを作成します。
kdcmgrユーティリティーを実行してKDCを作成します。マスター鍵のパスワードと
管理主体のパスワードの両方を指定する必要があります。
kdc1# kdcmgr create slave

Starting server setup

始める前に
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---------------------------------------

Enter the Kerberos realm: EXAMPLE.COM

What is the master KDC’s host name?: kdc1

Setting up /etc/krb5/kdc.conf

Setting up /etc/krb5/krb5.conf

Obtaining TGT for kws/admin ...

Password for kws/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>

Setting up /etc/krb5/kadm5.acl.

Setting up /etc/krb5/kpropd.acl.

Waiting for database from master...

Waiting for database from master...

Waiting for database from master...

kdb5_util: Cannot find/read stored master key while reading master key

kdb5_util: Warning: proceeding without master key

Enter KDC database master key: <Type the password>

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

Setup COMPLETE.

kdc2#

▼ スレーブKDCを手動で構成する方法
この手順では、kdc2という名前の新しいスレーブKDCを構成します。また、増分伝
播も構成します。この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ DNSドメイン名 = example.com

■ マスターKDC = kdc1.example.com

■ スレーブKDC = kdc2.example.com

■ admin主体 = kws/admin

マスターKDCが構成済みである必要があります。スレーブKDCを入れ替え可能に
する手順については、435ページの「マスターKDCとスレーブKDCの入れ替え」を
参照してください。

KDCサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。
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マスターKDC上で kadminを起動します。

マスターKDCを構成するときに作成した admin主体名を使用して、ログインする必
要があります。

kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. マスターKDCのデータベースにスレーブホスト主体が存在しない場合は、追加し
ます。

スレーブが機能するには、ホスト主体が必要です。主体のインスタンスがホスト
名のときは、ネームサービス内のドメイン名が大文字であるか小文字であるかに
関係なく、FQDNは小文字で指定する必要があります。
kadmin: addprinc -randkey host/kdc2.example.com

Principal "host/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:

b. マスターKDC上で、kiprop主体を作成します。

kiprop主体は、マスターKDCからの増分伝播を承認するために使用されます。
kadmin: addprinc -randkey kiprop/kdc2.example.com

Principal "kiprop/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:

c. kadminを終了します。
kadmin: quit

マスターKDC上で、Kerberos構成ファイル (krb5.conf)を編集します。

各スレーブ用にエントリを追加する必要があります。このファイルの詳細
は、krb5.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/krb5.conf

.

.

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc1.example.com

kdc = kdc2.example.com

admin_server = kdc1.example.com

}

マスターKDC上で、kadm5.aclに kipropエントリを追加します。

このエントリにより、マスターKDCが kdc2サーバー用の増分伝播の要求を受け取る
ことができるようになります。

kdc1 # cat /etc/krb5/kadm5.acl

*/admin@EXAMPLE.COM *

kiprop/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM p
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マスターKDC上で、kadmindを再起動し、kadm5.aclファイルの新しいエントリを使
用します。
kdc1 # svcadm restart network/security/kadmin

すべてのスレーブKDC上で、KDC管理ファイルをマスターKDCサーバーからコ
ピーします。

この手順は、マスターKDCサーバーが、各KDCサーバーに必要な情報を更新した
ため、すべてのスレーブKDC上で実行する必要があります。ftpなどの転送メカニ
ズムを使用して、マスターKDCから次のファイルのコピーを取得できます。

■ /etc/krb5/krb5.conf

■ /etc/krb5/kdc.conf

すべてのスレーブKDC上で、マスターKDCのエントリと各スレーブKDCのエントリ
をデータベース伝播構成ファイル kpropd.aclに追加します。

この情報は、すべてのスレーブKDCサーバー上で更新する必要があります。
kdc2 # cat /etc/krb5/kpropd.acl

host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM

host/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM

すべてのスレーブKDC上で、Kerberosアクセス制御リストファイル kadm5.aclが反映
されていないことを確認してください。

修正前の kadm5.aclファイルは次のようになっています。

kdc2 # cat /etc/krb5/kadm5.acl

*/admin@___default_realm___ *

ファイルに kipropのエントリがある場合は、それを削除します。

新しいスレーブ上で、kdc.confのエントリを変更します。

sunw_dbprop_master_ulogsizeエントリを sunw_dbprop_slave_pollを定義するエント
リと置き換えます。このエントリにより、ポーリング時間が 2分に設定されます。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]

kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM= {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal

acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

sunw_dbprop_slave_poll = 2m

}
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新しいスレーブ上で、kadminコマンドを起動します。
マスターKDCを構成するときに作成した admin主体名を使用して、ログインする必
要があります。
kdc2 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. kadminを使用して、スレーブのホスト主体をスレーブのキータブファイルに追加
します。
このエントリにより kpropなどのKerberosアプリケーションが機能します。主体
のインスタンスがホスト名のときは、ネームサービス内のドメイン名が大文字で
あるか小文字であるかに関係なく、FQDNは小文字で指定する必要があります。

kadmin: ktadd host/kdc2.example.com

Entry for principal host/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

b. スレーブKDCのキータブファイルに kiprop主体を追加します。
krb5.keytabに kiprop主体を追加すると、増分伝播が開始されるときに、kprpod

コマンドが自身を認証できるようになります。
kadmin: ktadd kiprop/kdc2.example.com

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

c. kadminを終了します。
kadmin: quit

新しいスレーブ上で、Kerberos伝播デーモンを起動します。
kdc2 # svcadm enable network/security/krb5_prop

新しいスレーブ上で、kdb5_utilを使用して stashファイルを作成します。
kdc2 # /usr/sbin/kdb5_util stash

kdb5_util: Cannot find/read stored master key while reading master key
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kdb5_util: Warning: proceeding without master key

Enter KDC database master key: <Type the key>

(省略可能)新しいスレーブKDC上で、NTPまたは別のクロック同期メカニズムを使用
して、マスターKDCのクロックを同期化します。
Network Time Protocol (NTP)のインストールと使用は必要はありません。ただし、認
証が正常終了するには、krb5.confファイルの libdefaultsセクションに定義されて
いるデフォルト時間内に収まるよう、すべてのクロックを調整する必要がありま
す。NTPについては、434ページの「KDCとKerberosクライアントのクロックの同期
化」を参照してください。

新しいスレーブ上で、KDCデーモン (krb5kdc)を起動します。
kdc2 # svcadm enable network/security/krb5kdc

▼ マスターサーバー上でチケット認可サービス鍵を
リフレッシュする方法
Solaris 10リリース以前に作成されたKDCサービスで、チケット認可サービス (TGS)
主体がDES鍵のみを持つ場合、この鍵により、チケット認可チケット (TGT)
セッション鍵の暗号化タイプはDESに限定されます。より強力なほかの暗号化タイ
プもサポートするリリースにKDCを更新すると、KDCで生成されるすべての
セッション鍵に、より強力な暗号化が使用されるようになります。ただし、既存の
TGS主体の鍵を新しい暗号化タイプを含むようリフレッシュしていない場合、TGT
セッション鍵はDESに限定されたままになります。次の手順では、この鍵をリフ
レッシュして、ほかの暗号化タイプも使用できるようにします。

TGSサービス主体鍵をリフレッシュします。
kdc1 % /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin: cpw -randkey krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM

マスターサーバーから主体鍵をリフレッシュする

KDCマスターに rootとしてログオンした場合、次のコマンドを使用してTGSサービ
ス主体をリフレッシュできます。

kdc1 # kadmin.local -q ’cpw -randkey krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM’
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レルム間認証の構成
複数のレルムを接続して、レルム間でユーザーを認証することができます。レルム
間の認証は、2つのレルム間で共有される秘密鍵を作成することによって実行されま
す。レルム間の関係には、階層関係または直接接続があります (371ページの「レル
ムの階層」を参照)。

▼ 階層関係のレルム間認証を設定する方法
この手順の例では、ENG.EAST.EXAMPLE.COMレルムと EAST.EXAMPLE.COMレルムを使用
します。レルム間認証は、双方向に確立されます。この手順は、2つのレルムのマス
ターKDC上で完了する必要があります。

マスターKDCの各レルムが構成済みである必要があります。認証プロセスを十分に
テストするには、複数のKerberosクライアントが構成されている必要があります。

両方のKDCサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページ
の「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

2つのレルムに対して、TGTのサービス主体を作成します。
マスターKDCを構成したときに作成した admin主体名を使用して、ログインする必
要があります。

# /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin: addprinc krbtgt/ENG.EAST.EXAMPLE.COM@EAST.EXAMPLE.COM

Enter password for principal krgtgt/ENG.EAST.EXAMPLE.COM@EAST.EXAMPLE.COM: <Type password>
kadmin: addprinc krbtgt/EAST.EXAMPLE.COM@ENG.EAST.EXAMPLE.COM

Enter password for principal krgtgt/EAST.EXAMPLE.COM@ENG.EAST.EXAMPLE.COM: <Type password>
kadmin: quit

注 –各サービス主体のパスワードは、2つのKDCで同一である必要があります。その
ため、サービス主体 krbtgt/ENG.EAST.EXAMPLE.COM@EAST.EXAMPLE.COMのパスワード
は、2つのレルムで同じである必要があります。

Kerberos構成ファイル (krb5.conf)にエントリを追加して、すべてのレルムのドメイ
ン名を定義します。
# cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]

.

.

[domain_realm]

.eng.east.example.com = ENG.EAST.EXAMPLE.COM

.east.example.com = EAST.EXAMPLE.COM

始める前に
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この例では、ENG.EAST.EXAMPLE.COMレルムと EAST.EXAMPLE.COMレルムのドメイン名
を定義しています。Kerberos構成ファイルは先頭から末尾方向に検索されるた
め、サブドメインは最初に定義してください。

Kerberos構成ファイルをこのレルムのすべてのクライアントにコピーします。

レルム間認証が動作するには、すべてのシステム (スレーブKDCなどのサーバーを
含む)に新しいバージョンのKerberos構成ファイル (/etc/krb5/krb5.conf)がインス
トールされている必要があります。

もう一方のレルムで上記の全手順を繰り返します。

▼ 直接接続のレルム間認証を確立する方法
この手順では、ENG.EAST.EXAMPLE.COMレルムと SALES.WEST.EXAMPLE.COMレルムを使用
します。レルム間認証は、双方向に確立されます。この手順は、2つのレルムのマス
ターKDC上で完了する必要があります。

マスターKDCの各レルムが構成済みである必要があります。認証プロセスを十分に
テストするには、複数のKerberosクライアントが構成されている必要があります。

両方のKDCサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページ
の「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

2つのレルムに対して、TGTのサービス主体を作成します。

マスターKDCを構成したときに作成した admin主体名を使用して、ログインする必
要があります。

# /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin: addprinc krbtgt/ENG.EAST.EXAMPLE.COM@SALES.WEST.EXAMPLE.COM

Enter password for principal

krgtgt/ENG.EAST.EXAMPLE.COM@SALES.WEST.EXAMPLE.COM: <Type the password>
kadmin: addprinc krbtgt/SALES.WEST.EXAMPLE.COM@ENG.EAST.EXAMPLE.COM

Enter password for principal

krgtgt/SALES.WEST.EXAMPLE.COM@ENG.EAST.EXAMPLE.COM: <Type the password>
kadmin: quit

注 –各サービス主体のパスワードは、2つのKDCで同一である必要があります。その
ため、サービス主体 krbtgt/ENG.EAST.EXAMPLE.COM@SALES.WEST.EXAMPLE.COMのパス
ワードは、2つのレルムで同じである必要があります。
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Kerberos構成ファイルにエントリを追加して、リモートレルムへの直接パスを定義し
ます。
この例は、ENG.EAST.EXAMPLE.COMレルムのクライアントを示していま
す。SALES.WEST.EXAMPLE.COMレルムで適切な定義をするには、レルム名を入れ替える
必要があります。
# cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]

.

.

[capaths]

ENG.EAST.EXAMPLE.COM = {

SALES.WEST.EXAMPLE.COM = .

}

SALES.WEST.EXAMPLE.COM = {

ENG.EAST.EXAMPLE.COM = .

}

Kerberos構成ファイルを現在のレルムのすべてのクライアントにコピーします。
レルム間認証が動作するには、すべてのシステム (スレーブKDCなどのサーバーを
含む)に新しいバージョンのKerberos構成ファイル (/etc/krb5/krb5.conf)がインス
トールされている必要があります。

もう一方のレルムで上記の全手順を繰り返します。

Kerberosネットワークアプリケーションサーバーの構成
ネットワークアプリケーションサーバーとは、次のいずれかのネットワークアプリ
ケーションを 1つ以上使ってアクセスを提供するホストのことで
す。ftp、rcp、rlogin、rsh、ssh、telnet。いくつかの手順を実行するだけで、これ
らのコマンドのKerberosバージョンをサーバー上で有効にすることができます。

▼ Kerberosネットワークアプリケーション
サーバーを構成する方法
この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ アプリケーションサーバー = boston

■ admin主体 = kws/admin

■ DNSドメイン名 = example.com

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

この手順を行う場合には、マスターKDCがすでに構成されていなければなりませ
ん。このプロセスを十分にテストするには、複数のKerberosクライアントが構成さ
れている必要があります。
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アプリケーションサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、
170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

(省略可能) NTPクライアントなどのクロック同期メカニズムをインストールします。

NTPについては、434ページの「KDCとKerberosクライアントのクロックの同期
化」を参照してください。

新しいサーバーの主体を追加し、そのサーバーのキータブファイルを更新します。

次のコマンドは、ホスト主体の存在有無を報告します。

boston # klist -k |grep host

4 host/boston.example.com@EXAMPLE.COM

4 host/boston.example.com@EXAMPLE.COM

4 host/boston.example.com@EXAMPLE.COM

4 host/boston.example.com@EXAMPLE.COM

このコマンドを実行しても主体が返されなかった場合、次の手順に従って新しい主
体を作成します。

Kerberos GUI管理ツールを使って主体を追加する方法は、495ページの「新しい
Kerberos主体を作成する方法」に説明されています。次の手順例は、コマンド行か
ら必要な主体を追加する方法を示したものです。マスターKDCを構成するときに作
成した admin主体名を使用して、ログインする必要があります。

boston # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. サーバーの host主体を作成します。

host主体は、次のように使用されます。

■ rshや sshなど、リモートコマンドの使用時にトラフィックを認証します。

■ pam_krb5により、host主体を使用してユーザーのKerberos資格が信頼できる
KDCから取得されたことを確認し、KDCへのなりすまし攻撃を防ぎます。

■ rootユーザーが root主体の存在なしでKerberos資格を自動的に取得できるよ
うにします。これは、共有でKerberos資格が必要な場合に手動のNFSマウン
トを実行するのに役立つことがあります。

リモートアプリケーションを使用するトラフィックにKerberosサービスによる認
証が必要な場合は、この主体が必要です。サーバーに複数のホスト名が割り当て
られている場合は、ホスト名の FQDN形式を使用してホスト名ごとに主体を作成
します。

kadmin: addprinc -randkey host/boston.example.com

Principal "host/boston.example.com" created.

kadmin:
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b. サーバーのキータブファイルにサーバーの host主体を追加します。

kadminコマンドが実行中でない場合は、次のようなコマンドでリブートしま
す。/usr/sbin/kadmin -p kws/admin

サーバーに複数のホスト名が割り当てられている場合は、ホスト名ごとに主体を
キータブに追加します。

kadmin: ktadd host/boston.example.com

Entry for principal host/boston.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/boston.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/boston.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/boston.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/boston.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

c. kadminを終了します。
kadmin: quit

▼ FTPの実行時にGeneric Security ServiceをKerberos
とともに使用する方法
Generic Security Service (GSS)をアプリケーションに使用すると、認証、整合性、およ
び機密性のためにKerberosを簡単に使用できます。次の手順は、ProFTPDのGSS
サービスを有効にする方法を示しています。

FTPサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当て
られている管理権限を使用する方法」を参照してください。

FTPサーバーの主体を追加し、その FTPサーバーのキータブファイルを作成します。

それらの変更を前に行なっている場合は、これらの手順が必要ないことがありま
す。

a. kadminコマンドを起動します。
ftpserver1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

b. FTPサーバーの ftpサービス主体を追加します。
kadmin: ank -randkey ftp/ftpserver1.example.com

始める前に
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c. ftpサービス主体を新しいキータブファイルに追加します。
新しいキータブファイルを作成すると、サーバーのキータブファイル内のすべて
の情報を公開しなくても、FTPサービスでこの情報を使用できるようになりま
す。
kadmin: ktadd -k /etc/krb5/ftp.keytab ftp/ftpserver1.example.com

新しいキータブファイルの所有権を変更します。
ftpserver1 # chown ftp:ftp /etc/krb5/ftp.keytab

FTPサーバーのGSSを有効にします。
/etc/proftpd.confファイルに次の変更を行います。
# cat /etc/proftpd.conf

LoadModule mod_gss.c

GSSEngine on

GSSKeytab /etc/krb5/ftp.keytab

FTPサーバーを再起動します。
# svcadm restart network/ftp

Kerberos NFSサーバーの構成
NFSサービスはUNIXユーザー ID (UID)を使用してユーザーを識別しており、GSS資
格の主体を直接に使用することはできません。そのため、資格の主体をUIDに対応
付けるために、ユーザー資格の主体をUNIX UIDに割り当てる資格テーブルを作成
する必要があります。デフォルトの資格マッピングの詳細については、374ページ
の「GSS資格のUNIX資格へのマッピング」を参照してください。このセクションで
は、Kerberos NFSサーバーの構成手順、資格テーブルの管理手順、およびNFSマウ
ントしたファイルシステムに対してKerberosセキュリティーモードを有効にするタ
スクを中心に説明します。次のタスクマップは、このセクションで説明するタスク
の一覧です。

表 21–2 Kerberos NFSサーバーの構成 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

Kerberos NFSサーバーを構成し
ます。

Kerberos認証を必要とするファイルシステム
を、サーバーが共有できるようにします。

409ページの「Kerberos NFS
サーバーを構成する方法」

資格テーブルを作成します。 デフォルトのマッピングが十分でない場合、GSS
資格からUNIXユーザー IDへのマッピングに使
用できる資格テーブルを生成します。

411ページの「資格テーブルを作
成する方法」

ユーザー資格をUNIX UIDに割
り当てる資格テーブルを変更し
ます。

資格テーブルの情報を更新します。 411ページの「資格テーブルに 1つ
のエントリを追加する方法」
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表 21–2 Kerberos NFSサーバーの構成 (タスクマップ) (続き)
タスク 説明 参照先

類似する 2つのレルム間の資格
マッピングを作成します。

レルムがパスワードファイルを共有している場
合に、あるレルムから別のレルムにUIDを
マッピングする方法を説明します。

412ページの「レルム間の資格
マッピングを提供する方法」

Kerberos認証を使用してファイ
ルシステムを共有します。

セキュリティーモードを使用してファイルシス
テムを共有し、Kerberos認証を常に行います。

413ページの「複数のKerberosセ
キュリティーモードで安全なNFS
環境を設定する方法」

▼ Kerberos NFSサーバーを構成する方法
この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ DNSドメイン名 = example.com

■ NFSサーバー = denver.example.com

■ admin主体 = kws/admin

NFSサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

Kerberos NFSサーバーを構成するための前提条件を完了します。

マスターKDCが構成済みである必要があります。処理を十分にテストするには、複
数のクライアントが必要です。

(省略可能) NTPクライアントなどのクロック同期メカニズムをインストールします。

Network Time Protocol (NTP)のインストールと使用は必要はありません。ただし、認
証が正常終了するには、すべてのクロックが、krb5.confファイル内の clockskew関
係指定子で定義されている最大の誤差以内でKDCサーバー上の時間と同期化されて
いる必要があります。NTPについては、434ページの「KDCとKerberosクライアン
トのクロックの同期化」を参照してください。

NFSサーバーをKerberosクライアントとして構成します。

415ページの「Kerberosクライアントの構成」の手順に従ってください。

kadminを起動します。

Kerberosグラフィカル管理ツールを使って主体を追加する方法については、495
ページの「新しいKerberos主体を作成する方法」を参照してください。追加すると
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きは、マスターKDCを構成するときに作成した admin主体名を使用してログインす
る必要があります。ただし、次の例では、コマンド行を使用して、必要な主体を追
加しています。
denver # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. サーバーのNFSサービス主体を作成します。
主体のインスタンスがホスト名のときは、ネームサービス内のドメイン名が大文
字であるか小文字であるかに関係なく、FQDNは小文字で指定する必要がありま
す。

NFSデータへのアクセスに使用されるシステム上の一意のインタフェースごと
に、上記の手順を繰り返します。ホストに一意の名前を持ったインタフェースが
複数存在する場合、一意の名前は、それぞれにNFSサービス主体を持つ必要があ
ります。
kadmin: addprinc -randkey nfs/denver.example.com

Principal "nfs/denver.example.com" created.

kadmin:

b. サーバーのNFSサービス主体をサーバーのキータブファイルに追加します。
手順 aで作成した一意のサービス主体ごとに、この手順を繰り返します。

kadmin: ktadd nfs/denver.example.com

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs denver.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

c. kadminを終了します。
kadmin: quit

(省略可能)必要に応じて、特殊なGSS資格マップを作成します。
通常、Kerberosサービスは、GSS資格とUNIX UID間の適切な対応表を生成しま
す。デフォルトのマッピングについては、374ページの「GSS資格のUNIX資格への
マッピング」を参照してください。デフォルトのマッピングが十分でない場合は、411
ページの「資格テーブルを作成する方法」を参照してください。

NFSファイルシステムをKerberosセキュリティーモードで共有します。
詳細は、413ページの「複数のKerberosセキュリティーモードで安全なNFS環境を設
定する方法」を参照してください。
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▼ 資格テーブルを作成する方法
gsscred資格テーブルは、Kerberos主体をUIDに割り当てるためにNFSサーバーが使
用します。デフォルトでは、主体名のプライマリの部分がUNIXのログイン名に一
致します。NFSクライアントがKerberos認証を使用してNFSサーバーからファイル
システムをマウントするには、デフォルトのマッピングが十分でない場合、この
テーブルを作成する必要があります。

NFSサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

/etc/gss/gsscred.confを編集してセキュリティーメカニズムを変更します。

このメカニズムを filesに変更します。

gsscredコマンドを使用して資格テーブルを作成します。
# gsscred -m kerberos_v5 -a

gsscredコマンドは、svc:/system/name-service/switch:defaultサービス内の passwd

エントリに指定されているすべてのソースから情報を収集します。資格テーブルに
ローカルのパスワードエントリを入れたくない場合は、filesエントリを一時的に削
除しなければならないことがあります。詳細は、gsscred(1M)のマニュアルページを
参照してください。

▼ 資格テーブルに1つのエントリを追加する方法
この手順を行うには、gsscredテーブルがすでにNFSサーバーに作成済みである必要
があります。手順については、411ページの「資格テーブルを作成する方法」を参照
してください。

NFSサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

gsscredコマンドを使用して、エントリを資格テーブルに追加します。
# gsscred -m mech [ -n name [ -u uid ]] -a

mech 使用するセキュリティーメカニズムを定義します。

name KDCに定義されている、ユーザーの主体名を定義します。

uid パスワードデータベースに定義されている、ユーザーのUIDを定義しま
す。

-a UIDを主体名の割り当てに追加します。

始める前に
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資格テーブルに複数のコンポーネント主体を追加する

次の例では、sandy/adminという名前の主体にエントリが 1つ追加され、UID 3736に
マッピングされます。

# gsscred -m kerberos_v5 -n sandy/admin -u 3736 -a

異なるドメインの主体を資格テーブルに追加する

次の例では、sandy/admin@EXAMPLE.COMという名前の主体にエントリが 1つ追加さ
れ、UID 3736にマッピングされます。

# gsscred -m kerberos_v5 -n sandy/admin@EXAMPLE.COM -u 3736 -a

▼ レルム間の資格マッピングを提供する方法
この手順では、同じパスワードファイルを使用するレルム間の適切な資格マッピン
グを提供します。この例では、CORP.EXAMPLE.COMレルムと SALES.EXAMPLE.COMレルム
は同じパスワードファイル使用します。bob@CORP.EXAMPLE.COMと
bob@SALES.EXAMPLE.COMの資格は同じUIDにマッピングされます。

クライアントシステム上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページ
の「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

クライアントシステム上で、エントリを krb5.confファイルに追加します。
# cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]

default_realm = CORP.EXAMPLE.COM

.

[realms]

CORP.EXAMPLE.COM = {

.

auth_to_local_realm = SALES.EXAMPLE.COM

.

}

同じパスワードファイルを使用してレルム間で資格をマッピングする

この例では、同じパスワードファイルを使用するレルム間の適切な資格マッピング
を提供します。この例では、CORP.EXAMPLE.COMレルムと SALES.EXAMPLE.COMレルムは
同じパスワードファイル使用します。bob@CORP.EXAMPLE.COMと
bob@SALES.EXAMPLE.COMの資格は同じUIDにマッピングされます。クライアントシス
テム上で、エントリを krb5.confファイルに追加します。

例21–3

例21–4
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# cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]

default_realm = CORP.EXAMPLE.COM

.

[realms]

CORP.EXAMPLE.COM = {

.

auth_to_local_realm = SALES.EXAMPLE.COM

.

}

資格マッピングの問題をトラブルシューティングする手順については、481ページ
の「GSS資格のUNIX資格へのマッピングの監視」を参照してください。

▼ 複数のKerberosセキュリティーモードで安全な
NFS環境を設定する方法
この手順により、さまざまなセキュリティーモードまたはフレーバを使用して、NFS
サーバーがNFSに安全にアクセスできるようになります。クライアントがセキュリ
ティーフレーバについてNFSサーバーとネゴシエーションを行うとき、クライアン
トがアクセスしたサーバーが提供する最初のフレーバが使用されます。このフ
レーバは、NFSサーバーが共有するファイルシステムにおける後続のクライアント
要求すべてに使用されます。

NFSサーバー上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

キータブファイルにNFSサービス主体が存在することを検証します。
klistコマンドを指定すると、キータブファイルが存在するかどうかが出力され、そ
の主体が表示されます。キータブファイルが存在しない場合、またはNFSサービス
主体が存在しない場合は、409ページの「Kerberos NFSサーバーを構成する方法」の
すべての手順が完了していることを検証する必要があります。
# klist -k

Keytab name: FILE:/etc/krb5/krb5.keytab

KVNO Principal

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

3 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

3 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

3 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

3 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

注意事項
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/etc/nfssec.confファイル内のKerberosセキュリティーモードを有効にします。
/etc/nfssec.confファイルを編集して、Kerberosセキュリティーモードの先頭にあ
る「#」を削除します。
# cat /etc/nfssec.conf

.

.

#

# Uncomment the following lines to use Kerberos V5 with NFS

#

krb5 390003 kerberos_v5 default - # RPCSEC_GSS

krb5i 390004 kerberos_v5 default integrity # RPCSEC_GSS

krb5p 390005 kerberos_v5 default privacy # RPCSEC_GSS

適切なセキュリティーモードを使用してファイルシステムを共有します。
share -F nfs -o sec=mode file-system

mode ファイルシステムを共有するときに使用するセキュリティーモードを
指定します。複数のセキュリティーモードを使用するときは、デ
フォルトとして、リストの最初のモードが使用されます。

file-system 共有するファイルシステムへのパスを定義します。

指定されたファイルシステムのファイルにアクセスするすべてのクライアント
は、Kerberos認証が必要です。ファイルにアクセスするには、NFSクライアント上に
ユーザー主体が認証される必要があります。

(省略可能)オートマウンタを使用する場合は、auto_masterデータベースを編集し
て、デフォルト以外のセキュリティーモードを選択してください。

ファイルシステムのアクセスにオートマウンタを使用しない場合やデフォルトの選
択をセキュリティーモードとして使用する場合は、この手順を行う必要はありませ
ん。
file-system auto_home -nosuid,sec=mode

(省略可能)手動で mountコマンドを実行し、デフォルト以外のモードを使用して
ファイルシステムにアクセスします。

代わりに、mountコマンドにセキュリティーモードを指定できますが、オートマウン
タは利用できません。
# mount -F nfs -o sec=mode file-system

1つの Kerberosセキュリティーモードでファイルシステムを共有する

この例では、NFSサービスを介してファイルにアクセスする前にKerberos認証に成
功する必要があります。

# share -F nfs -o sec=krb5 /export/home

2

3

4

5
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複数の Kerberosセキュリティーモードでファイルシステムを共有する

次の例では、3つのKerberosセキュリティーモードがすべて選択されています。クラ
イアントとNFSサーバーの間で、どのモードを使用するかのネゴシエーションが行
われます。コマンドの最初のモードが失敗すると、次のモードが試行されます。詳
細は、nfssec(5)のマニュアルページを参照してください。

# share -F nfs -o sec=krb5:krb5i:krb5p /export/home

Kerberosクライアントの構成
Kerberosクライアントは、Kerberosサービスを使用する同じネットワーク上のすべて
のホスト (KDCサーバーを除く)です。このセクションでは、Kerberosクライアント
のインストール手順と、root認証を使用してNFSファイルシステムをマウントする
方法について説明します。

Kerberosクライアントの構成 (タスクマップ)
次のタスクマップは、Kerberosクライアントの設定に関連するすべての手順が含ま
れます。各行には、タスク識別名、そのタスクを行う理由、およびタスクへのリン
クが含まれます。

タスク 説明 参照先

Kerberosクライアントのインス
トールプロファイルを確立しま
す。

Kerberosクライアントの自動インストールに使用
されるクライアントのインストールプロファイ
ルを生成します。

416ページの「Kerberosクライアン
トのインストールプロファイルの
作成方法」

Kerberosクライアントを構成し
ます。

手動でKerberosクライアントをインストールし
ます。各クライアントのインストールに独自の
インストールパラメータが必要な場合に、この
手順を使用します。

422ページの「Kerberosクライアン
トを手動で構成する方法」

自動的にKerberosクライアントをインストール
します。各クライアントのインストールパラ
メータが同じ場合に、この手順を使用します。

416ページの「Kerberosクライアン
トを自動的に構成する方法」

対話的にKerberosクライアントをインストール
します。2、3のインストールパラメータを変更
する必要がある場合にだけ、この手順を使用し
ます。

418ページの「Kerberosクライアン
トを対話的に構成する方法」

自動的にActive DirectoryサーバーのKerberosク
ライアントをインストールします。

421ページの「Active Directory
サーバー用にKerberosクライアン
トを構成する方法」
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タスク 説明 参照先

クライアントが root

ユーザーとしてNFSファイル
システムにアクセスすることを
許可します

rootアクセス付きで共有されるNFSファイルシ
ステムをクライアントがマウントできるよう
に、root主体をクライアント上に作成しま
す。また、cronジョブを実行できるように、NFS
ファイルシステムへの非対話的な rootアクセス
をクライアントがセットアップすることを許可
します。

429ページの「Kerberosによって保
護されたNFSファイルシステムに
rootユーザーとしてアクセスする
方法」

クライアントのチケット認可チ
ケット (TGT)を発行したKDC
の確認を無効にします。

ローカルのキータブファイルにホスト主体を保
存しないクライアントが、TGTを発行したKDC
とホスト主体を発行したKDCが同じサーバーで
あることを確認するセキュリティー検査を省略
できるようにします。

428ページの「チケット認可チ
ケットの確認を無効にする方法」

▼ Kerberosクライアントのインストールプロファイ
ルの作成方法
この手順は、Kerberosクライアントをインストールする際に使用される kclientプロ
ファイルを作成します。kclientプロファイルを使用することにより、入力エラーの
可能性を減らします。また、プロファイルを使用すると、対話型のプロセスと比べ
て、ユーザーの介入も減ります。

スーパーユーザーになります。

kclientインストールプロファイルを作成します。

kclientプロファイルの例は、次のようになります。
client# cat /net/denver.example.com/export/install/profile

REALM EXAMPLE.COM

KDC kdc1.example.com

ADMIN clntconfig

FILEPATH /net/denver.example.com/export/install/krb5.conf

NFS 1

DNSLOOKUP none

▼ Kerberosクライアントを自動的に構成する方法
この手順では、インストールプロファイルを使用します。 416ページの「Kerberosク
ライアントのインストールプロファイルの作成方法」を参照してください。

このタスクを完了するには、root役割になる必要があります。詳細は、170ページ
の「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

1

2

始める前に

Kerberosクライアントの構成

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月416



kclientインストールスクリプトを実行します。

このプロセスを完了するには、clntconfig主体のパスワードを入力する必要があり
ます。
client# /usr/sbin/kclient -p /net/denver.example.com/export/install/profile

Starting client setup

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

kdc1.example.com

Setting up /etc/krb5/krb5.conf.

Obtaining TGT for clntconfig/admin ...

Password for clntconfig/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>

nfs/client.example.com entry ADDED to KDC database.

nfs/client.example.com entry ADDED to keytab.

host/client.example.com entry ADDED to KDC database.

host/client.example.com entry ADDED to keytab.

Copied /net/denver.example.com/export/install/krb5.conf.

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

Setup COMPLETE.

client#

コマンド行オーバーライドを利用して Kerberosクライアントを自動的
に構成する

次の例は、インストールプロファイルに設定されている DNSARGパラメータと KDCパ
ラメータに対しコマンド行での指定が優先します。

# /usr/sbin/kclient -p /net/denver.example.com/export/install/profile\

-d dns_fallback -k kdc2.example.com

Starting client setup

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

kdc1.example.com

Setting up /etc/krb5/krb5.conf.

Obtaining TGT for clntconfig/admin ...

Password for clntconfig/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>

nfs/client.example.com entry ADDED to KDC database.

nfs/client.example.com entry ADDED to keytab.

●

例21–8

Kerberosクライアントの構成

第 21章 • Kerberosサービスの構成 (タスク) 417



host/client.example.com entry ADDED to KDC database.

host/client.example.com entry ADDED to keytab.

Copied /net/denver.example.com/export/install/krb5.conf.

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

Setup COMPLETE.

client#

▼ Kerberosクライアントを対話的に構成する方法
この手順では、インストールプロファイルなしで kclientインストールユーティリ
ティーを使用します。Oracle Solaris 11リリースでは、kclientユーティリティーの使
いやすさとActive Directoryサーバーで動作する能力が向上しました。詳細は、421
ページの「Active Directoryサーバー用にKerberosクライアントを構成する方法」を参
照してください。以前のリリースで kclientを実行する例については、例 21–10を参
照してください。

このタスクを完了するには、root役割になる必要があります。詳細は、170ページ
の「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

kclientインストールスクリプトを実行します。

インストールには、次の情報が必要です。

■ Kerberosレルム名
■ KDCマスターホスト名
■ KDCスレーブホスト名
■ ローカルレルムにマップするドメイン
■ Kerberos認証に使用する PAMサービス名およびオプション

a. KDCサーバーでOracle Solarisリリースが動作していないかどうかを指定します。
このシステムが、Oracle Solarisリリースが動作していないKDCサーバーのクライ
アントである場合は、KDCが動作しているサーバーのタイプを定義する必要があ
ります。使用できるサーバーは、Microsoft Active Directory、MIT KDC
サーバー、Heimdal KDCサーバー、および Shishi KDCサーバーです。

b. Kerberos検索にDNSを使用するかどうかを選択します。
Kerberos検索にDNSを使用する場合は、使用するDNS検索オプションを入力す
る必要があります。有効なオプション
は、dns_lookup_kdc、dns_lookup_realm、および dns_fallbackです。これらの値
の詳細は、krb5.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
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c. Kerberosレルムの名前とマスターKDCのホスト名を定義します。

この情報は、/etc/krb5/krb5.conf構成ファイルに追加されます。

d. スレーブKDCが存在するかどうかを選択します。

スレーブKDCがレルム内に存在する場合は、スレーブKDCのホスト名を入力す
る必要があります。この情報は、クライアントの構成ファイルに追加のKDCエ
ントリを作成するために使用されます。

e. サービス鍵またはホスト鍵が必要かどうかを指定します。

通常は、クライアントシステムがKerberosサービスをホストしていないかぎ
り、サービス鍵またはホスト鍵は必要ありません。

f. クライアントがクラスタのメンバーかどうかを指定します。

クライアントがクラスタのメンバーである場合は、そのクラスタの論理名を入力
する必要があります。この論理ホスト名はサービス鍵の作成時に使用されま
す。これは、クラスタからKerberosサービスをホストするときに必要です。

g. 現在のレルムにマップするドメインまたはホストをすべて識別します。

このマッピングにより、ほかのドメインをそのクライアントのデフォルトレルム
に含めることができます。

h. クライアントがKerberos NFSを使用するかどうかを指定します。

クライアントがKerberosを使用してNFSサービスをホストする場合は、NFS
サービス鍵を作成する必要があります。

i. 新しいPAMポリシーを作成する必要があるかどうかを示します。

これにより、認証にKerberosを使用する PAMサービスを設定できます。サービ
ス名と、Kerberos認証がどのように使用されるかを示すフラグを入力する必要が
あります。有効なフラグオプションは次のとおりです。

■ first –最初にKerberos認証を使用し、Kerberos認証に失敗した場合にのみ
UNIXを使用します

■ only – Kerberos認証のみを使用します
■ optional –オプションで、Kerberos認証を使用します

j. マスターの /etc/krb5/krb5.confファイルをコピーするかどうかを選択します。

このオプションにより、kclientの引数が足りない場合に、特定の構成情報を使
用できます。
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kclientインストールユーティリティーの実行

client# /usr/sbin/kclient

Starting client setup

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

Is this a client of a non-Solaris KDC ? [y/n]: n

No action performed.

Do you want to use DNS for kerberos lookups ? [y/n]: n

No action performed.

Enter the Kerberos realm: EXAMPLE.COM

Specify the KDC hostname for the above realm: kdc1.example.com

Note, this system and the KDC’s time must be within 5 minutes of each other for

Kerberos to function. Both systems should run some form of time synchronization

system like Network Time Protocol (NTP).

Do you have any slave KDC(s) ? [y/n]: y

Enter a comma-separated list of slave KDC host names: kdc2.example.com

Will this client need service keys ? [y/n]: n

No action performed.

Is this client a member of a cluster that uses a logical host name ? [y/n]: n

No action performed.

Do you have multiple domains/hosts to map to realm ? [y/n]: y

Enter a comma-separated list of domain/hosts to map to the default realm: engineering.example.com, \

example.com

Setting up /etc/krb5/krb5.conf.

Do you plan on doing Kerberized nfs ? [y/n]: y

Do you want to update /etc/pam.conf ? [y/n]: y

Enter a comma-separated list of PAM service names in the following format:

service:{first|only|optional}: xscreensaver:first

Configuring /etc/pam.conf.

Do you want to copy over the master krb5.conf file ? [y/n]: n

No action performed.

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

Setup COMPLETE.

Oracle Solaris 10リリースでの kclientインストールユーティリティーの
実行

次の出力は、kclientコマンドの実行結果を示しています。

client# /usr/sbin/kclient

Starting client setup

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

Do you want to use DNS for kerberos lookups ? [y/n]: n

No action performed.

Enter the Kerberos realm: EXAMPLE.COM

Specify the KDC hostname for the above realm: kdc1.example.com

例21–9

例21–10

Kerberosクライアントの構成

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月420



Setting up /etc/krb5/krb5.conf.

Enter the krb5 administrative principal to be used: clntconfig/admin

Obtaining TGT for clntconfig/admin ...

Password for clntconfig/admin@EXAMPLE.COM: <Type the password>
Do you plan on doing Kerberized nfs ? [y/n]: n

host/client.example.com entry ADDED to KDC database.

host/client.example.com entry ADDED to keytab.

Do you want to copy over the master krb5.conf file ? [y/n]: y

Enter the pathname of the file to be copied: \

/net/denver.example.com/export/install/krb5.conf

Copied /net/denver.example.com/export/install/krb5.conf.

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

Setup COMPLETE !

#

▼ Active Directoryサーバー用にKerberosクライアン
トを構成する方法
この手順では、インストールプロファイルなしで kclientインストールユーティリ
ティーを使用します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

(省略可能)クライアントのDNSリソースレコードの作成を有効にします。
client# sharectl set -p ddns_enable=true smb

kclientユーティリティーを実行します。
-Tオプションで、KDCサーバータイプを選択します。この場合は、Active Directory
サーバーが選択されています。
client# kclient -T ms_ad

デフォルトでは、Administrator主体のパスワードの入力が必要になります。

kclientを使用してActive Directoryサーバー用に Kerberosクライアント
を構成する
次の出力は、ms_ad (Microsoft Active Directory)サーバータイプ引数を使用した kclient

コマンドの実行結果を示しています。クライアントは、EXAMPLE.COMと呼ばれる
Active Directoryドメインに結合されます。
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client# /usr/sbin/kclient -T ms_ad

Starting client setup

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

Attempting to join ’CLIENT’ to the ’EXAMPLE.COM’ domain.

Password for Administrator@EXAMPLE.COM: <Type the password>
Forest name found: example.com

Looking for local KDCs, DCs and global catalog servers (SVR RRs).

Setting up /etc/krb5/krb5.conf

Creating the machine account in AD via LDAP.

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

Setup COMPLETE.

#

▼ Kerberosクライアントを手動で構成する方法
この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ DNSドメイン名 = example.com

■ マスターKDC = kdc1.example.com

■ スレーブKDC = kdc2.example.com

■ NFSサーバー = denver.example.com

■ クライアント = client.example.com

■ admin主体 = kws/admin

■ ユーザー主体 = mre

■ オンラインヘルプURL =
http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1456/aadmin-23.html

注 –このURLは、379ページの「Kerberosグラフィカル管理ツールでのオンライン
ヘルプURL」に説明されているセクションを指すように調整してください。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。
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Kerberos構成ファイル (krb5.conf)を編集します。
デフォルトのKerberosファイルを変更する場合は、レルム名とサーバー名を変更す
る必要があります。gkadminのヘルプファイルへのパスも指定する必要があります。
kdc1 # cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]

default_realm = EXAMPLE.COM

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc1.example.com

kdc = kdc2.example.com

admin_server = kdc1.example.com

}

[domain_realm]

.example.com = EXAMPLE.COM

#

# if the domain name and realm name are equivalent,

# this entry is not needed

#

[logging]

default = FILE:/var/krb5/kdc.log

kdc = FILE:/var/krb5/kdc.log

[appdefaults]

gkadmin = {

help_url = http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1456/aadmin-23.html

注 –暗号化タイプを制限する場合は、default_tkt_enctypesまたは
default_tgs_enctypesの行を設定します。暗号化タイプの制限に関する詳細は、554
ページの「Kerberos暗号化タイプの使用」を参照してください。

(省略可能) KDCの検出に使用されるプロセスを変更します。
デフォルトでは、KerberosレルムからKDCへのマッピングは次の順番で決められま
す。

■ krb5.conf内の realmsセクションの定義
■ DNS内の SRVレコードの検索による。

krb5.confファイルの libdefaultsセクションに dns_lookup_kdcまたは dns_fallback

を追加して、この動作を変更できます。詳細は、krb5.conf(4)のマニュアルページを
参照してください。常にリフェラルが最初に試行されます。

(省略可能)ホストのレルムの決定に使用されるプロセスを変更します。
デフォルトでは、ホストからレルムへのマッピングは次の順番で決められます。

■ KDCがリフェラルをサポートしている場合は、KDCからクライアントに、ホス
トが属しているレルムが通知されることがある。

■ krb5.confファイル内の domain_realmの定義による。
■ ホストのDNSドメイン名。

1
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■ デフォルトレルム。

krb5.confファイルの libdefaultsセクションに dns_lookup_kdcまたは dns_fallback

を追加して、この動作を変更できます。詳細は、krb5.conf(4)のマニュアルページを
参照してください。常にリフェラルが最初に試行されます。

(省略可能) NTPなどのクロック同期メカニズムを使用して、クライアントのクロック
をマスターKDCのクロックと同期化します。

Network Time Protocol (NTP)のインストールと使用は必要はありません。ただし、認
証が正常終了するには、すべてのクロックが、krb5.confファイル内の clockskew関
係指定子で定義されている最大の誤差以内でKDCサーバー上の時間と同期化されて
いる必要があります。NTPについては、434ページの「KDCとKerberosクライアント
のクロックの同期化」を参照してください。

kadminを起動します。

Kerberosグラフィカル管理ツールを使って主体を追加する方法については、495
ページの「新しいKerberos主体を作成する方法」を参照してください。追加すると
きは、マスターKDCを構成するときに作成した admin主体名を使用してログインす
る必要があります。ただし、次の例では、コマンド行を使用して、必要な主体を追
加しています。

denver # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. (省略可能)ユーザー主体が存在しない場合は、ユーザー主体を作成します。

このホストに関連付けられているユーザーに主体が割り当てられていない場合だ
け、ユーザー主体を作成します。

kadmin: addprinc mre

Enter password for principal mre@EXAMPLE.COM: <Type the password>
Re-enter password for principal mre@EXAMPLE.COM: <Type it again>
kadmin:

b. (省略可能) root主体を作成し、その主体をサーバーのキータブファイルに追加し
ます。

この手順は、クライアントがNFSサービスによってマウントされたファイルシス
テムに rootアクセスを持つために必要です。また、cronジョブを rootとして実
行する場合など、非対話的な rootアクセスが必要な場合にもこの手順が必要にな
ります。

クライアントがNFSサービスを使用してマウントされているリモートファイルシ
ステムへの rootアクセスを必要としない場合は、この手順をスキップできま
す。root主体は 2つのコンポーネント主体とするべきであり、二番目のコン
ポーネントはKerberosクライアントシステムのホスト名にして、レルム幅の root
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主体の作成を回避します。主体のインスタンスがホスト名のときは、ネーム
サービス内のドメイン名が大文字であるか小文字であるかに関係なく、FQDNは
小文字で指定する必要があります。

kadmin: addprinc -randkey root/client.example.com

Principal "root/client.example.com" created.

kadmin: ktadd root/client.example.com

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

c. host主体を作成し、その主体をサーバーのキータブファイルに追加します。
host主体は、認証を提供するためにリモートアクセスサービスによって使用され
ます。キータブファイルにまだ資格が存在しない場合は、この主体によって root

が資格を取得できるようになります。
kadmin: addprinc -randkey host/denver.example.com

Principal "host/denver.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin: ktadd host/denver.example.com

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

d. (省略可能)サーバーのNFSサービス主体をサーバーのキータブファイルに追加し
ます。
この手順が必要になるのは、クライアントがKerberos認証を使用するNFSファイ
ルシステムにアクセスする必要がある場合だけです。

kadmin: ktadd nfs/denver.example.com

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal nfs/denver.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:
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e. kadminを終了します。
kadmin: quit

(省略可能) NFSでのKerberosを有効にします。

a. /etc/nfssec.confファイル内のKerberosセキュリティーモードを有効にします。
/etc/nfssec.confファイルを編集して、Kerberosセキュリティーモードの先頭に
ある「#」を削除します。
# cat /etc/nfssec.conf

.

.

#

# Uncomment the following lines to use Kerberos V5 with NFS

#

krb5 390003 kerberos_v5 default - # RPCSEC_GSS

krb5i 390004 kerberos_v5 default integrity # RPCSEC_GSS

krb5p 390005 kerberos_v5 default privacy # RPCSEC_GSS

b. DNSを有効にします。
svc:/network/dns/client:defaultサービスが有効になっていない場合は、この
サービスを有効にします。詳細は、resolv.conf(4)のマニュアルページを参照し
てください。

c. gssdサービスを再開します。
# svcadm restart network/rpc/gss

クライアントから自動的にTGTを更新するか、またはKerberosチケットの有効期限
切れをユーザーに警告する場合は、/etc/krb5/warn.confファイルにエントリを作成
します。

詳細は、warn.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

Solaris以外の KDCを使用するように Kerberosクライアントを設定する

Solaris以外のKDCを使用するようにKerberosクライアントを設定することができま
す。この場合、/etc/krb5/krb5.confファイルの realmsセクションに 1行追加する必
要があります。この行を追加すると、クライアントがKerberosパスワード変更
サーバーとの通信に使用するプロトコルが変更されます。この行の書式は次のとお
りです。

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc1.example.com

kdc = kdc2.example.com

admin_server = kdc1.example.com

kpasswd_protocol = SET_CHANGE

}
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ホスト名とドメイン名を KerberosレルムにマッピングするためのDNS
TXTレコード
@ IN SOA kdc1.example.com root.kdc1.example.com (

1989020501 ;serial

10800 ;refresh

3600 ;retry

3600000 ;expire

86400 ) ;minimum

IN NS kdc1.example.com.

kdc1 IN A 192.146.86.20

kdc2 IN A 192.146.86.21

_kerberos.example.com. IN TXT "EXAMPLE.COM"
_kerberos.kdc1.example.com. IN TXT "EXAMPLE.COM"
_kerberos.kdc2.example.com. IN TXT "EXAMPLE.COM"

Kerberosサーバーの場所を記録するDNS SRVレコード

この例は、KDC、adminサーバー、および kpasswdサーバーの場所を記録するレ
コードを定義します。

@ IN SOA kdc1.example.com root.kdc1.example.com (

1989020501 ;serial

10800 ;refresh

3600 ;retry

3600000 ;expire

86400 ) ;minimum

IN NS kdc1.example.com.

kdc1 IN A 192.146.86.20

kdc2 IN A 192.146.86.21

_kerberos._udp.EXAMPLE.COM IN SRV 0 0 88 kdc2.example.com

_kerberos._tcp.EXAMPLE.COM IN SRV 0 0 88 kdc2.example.com

_kerberos._udp.EXAMPLE.COM IN SRV 1 0 88 kdc1.example.com

_kerberos._tcp.EXAMPLE.COM IN SRV 1 0 88 kdc1.example.com

_kerberos-adm._tcp.EXAMPLE.COM IN SRV 0 0 749 kdc1.example.com

_kpasswd._udp.EXAMPLE.COM IN SRV 0 0 749 kdc1.example.com

マルチマスター KDCを操作するための Solarisクライアントの構成

Microsoft Active Directory Kerberosサービスは、複数のマスター上で動作するKDCを
提供します。Solarisクライアントが情報を更新できるようにするに
は、/etc/krb5/krb5.conf内の admin_serverまたは kpasswd_serverのどちらかの宣言
を、すべてのサーバーを一覧表示するように更新する必要があります。この例
は、クライアントが kdc1と kdc2の間で共有されているKDC上の情報を更新できる
ようにする方法を示しています。

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc1.example.com

例21–13
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kdc = kdc2.example.com

admin_server = kdc1.example.com

admin_server = kdc2.example.com

}

▼ チケット認可チケットの確認を無効にする方法
この手順では、ローカルの /etc/krb5/krb5.keytabファイルに保存されているホスト
主体のKDCとチケット認可チケット (TGT)を発行したKDCが同じであることを確
認するセキュリティー検査を無効にします。この検査はDNSの偽装攻撃を防止しま
す。ただし、一部のクライアント構成では、ホスト主体を使用できない場合がある
ため、クライアントが機能できるようにこの検査を無効にする必要があります。次
のような構成では、この検査を無効にする必要があります。

■ クライアントの IPアドレスが動的に割り当てられる。DHCPクライアントなど。
■ クライアントはサービスをホストするように構成されていないため、ホスト主体
が作成されていない。

■ クライアントにホスト鍵が保存されていない。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

krb5.confファイルを変更します。

verify_ap_req_nofailオプションが falseに設定されている場合、TGTの確認処理は
無効になっています。このオプションの詳細については、krb5.conf(4)のマニュアル
ページを参照してください。

client # cat /etc/krb5/krb5.conf

[libdefaults]

default_realm = EXAMPLE.COM

verify_ap_req_nofail = false

...

注 – verify_ap_req_nofailオプションは、krb5.confファイルの [libdefaults]または
[realms]セクションに入力できます。このオプションを [libdefaults]セクションに
入力すると、設定はすべてのレルムに使用されます。このオプションを [realms]セ
クションに入力すると、設定は定義したレルムにのみ適用されます。
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▼ Kerberosによって保護されたNFSファイルシステ
ムに rootユーザーとしてアクセスする方法
この手順を実行すると、クライアントは rootの ID特権によるKerberos認証を必要と
する、NFSファイルシステムにアクセスできるようになります。特に、NFSファイ
ルシステムが次のようなオプションによって共有されている場合です。-o

sec=krb5,root=client1.sun.com

kadminを起動します。
495ページの「新しいKerberos主体を作成する方法」で説明するように、Kerberos
GUI管理ツールを使って主体を追加できます。追加するときは、マスターKDCを構
成するときに作成した admin主体名を使用してログインする必要があります。ただ
し、次の例では、コマンド行を使用して、必要な主体を追加しています。
denver # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. NFSクライアントの root主体を作成します。
この主体は、Kerberos認証を必要とする、NFSマウントされたファイルシステム
にスーパーユーザーと同様にアクセスするために使用されます。root主体は 2つ
のコンポーネント主体とすべきであり、二番目のコンポーネントはKerberosクラ
イアントシステムのホスト名にして、レルム幅の root主体の作成を回避しま
す。主体のインスタンスがホスト名のときは、ネームサービス内のドメイン名が
大文字であるか小文字であるかに関係なく、FQDNは小文字で指定する必要があ
ります。
kadmin: addprinc -randkey root/client.example.com

Principal "root/client.example.com" created.

kadmin:

b. サーバーのキータブファイルに root主体を追加します。

NFSサービスを使ってマウントされたファイルシステムにクライアントが rootア
クセスできるように root主体を追加する場合にこの手順は必要になります。ま
た、cronジョブを rootとして実行する場合など、非対話的な rootアクセスが必
要な場合にもこの手順が必要になります。

kadmin: ktadd root/client.example.com

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal root/client.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:
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c. kadminを終了します。
kadmin: quit

▼ Kerberosレルム内のユーザーを自動的に移行する
ように構成する方法
Kerberos主体を持たないユーザーを、既存のKerberosレルムに自動的に移行できま
す。移行は、PAM構成ファイル内のサービスの認証スタックにある
pam_krb5_migrateモジュールの積み重ねにより使用されているサービス用の PAMフ
レームワークを使用することによって実現されます。

この例では、gdmおよび other PAMサービス名が自動移行を使用するように構成され
ます。この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ マスターKDC = kdc1.example.com

■ 移行サービスをホストするマシン = server1.example.com

■ 移行サービス主体 = host/server1.example.com

レルム EXAMPLE.COMのKerberosクライアントとして server1を設定します。詳細は、
415ページの「Kerberosクライアントの構成」を参照してください。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

server1のホストサービス主体が存在するかどうかを確認します。
server1の keytabファイル内のホストサービス主体は、マスターKDCにサーバーを
認証するために使用されます。
server1 # klist -k

Keytab name: FILE:/etc/krb5/krb5.keytab

KVNO Principal

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

3 host/server1.example.com@EXAMPLE.COM

3 host/server1.example.com@EXAMPLE.COM

3 host/server1.example.com@EXAMPLE.COM

3 host/server1.example.com@EXAMPLE.COM

PAM構成ファイルを変更します。

a. gdmサービス用のエントリを更新します。
# cat /etc/pam.d/gdm

.

.

auth definitive pam_user_policy.so.1

auth requisite pam_authtok_get.so.1

始める前に
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auth required pam_dhkeys.so.1

auth sufficient pam_krb5.so.1

auth requisite pam_unix_auth.so.1

auth required pam_unix_cred.so.1

auth optional pam_krb5_migrate.so.1

b. (省略可能)必要に応じて、即座のパスワードの変更を強制します。
新しく作成されたKerberosアカウントでは、Kerberosパスワードの即時の変更を
強制するために、パスワードの有効期限が現在時間 (今)に設定されています。有
効期限を現在に設定するには、pam_krb5_migrateモジュールを使用する行に
expire_pwオプションを追加します。詳細は、pam_krb5_migrate(5)のマニュアル
ページを参照してください。
# cat /etc/pam.d/gdm

.

.

auth optional pam_krb5_migrate.so.1 expire_pw

c. pam_krb5モジュールをアカウントスタックに追加します。

この追加により、Kerberosのパスワードの有効期限でアクセスをブロックできる
ようになります。
# cat /etc/pam.d/other

.

.

#

# Default definition for Account management

# Used when service name is not explicitly mentioned for account management

#

account requisite pam_roles.so.1

account definitive pam_user_policy.so.1

account required pam_krb5.so.1

account required pam_unix_account.so.1

account required pam_tsol_account.so.1

#

d. pam_krb5モジュールをパスワードスタックに追加します。

この追加により、パスワードが期限切れになったらパスワードを更新できるよう
になります。
# cat /etc/pam.d/other

.

.

#

# Default definition for Password management

#

password include pam_authtok_common

password sufficient pam_krb5.so.1

password required pam_authtok_store.so.1

マスターKDC上で、アクセス制御ファイルを更新します。
次のエントリにより、rootユーザー以外のすべてのユーザーの
host/server1.example.comサービス主体に移行および照会権限が付与されます。U権
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限を使って、移行すべきでないユーザーを kadm5.aclファイル内に一覧表示すること
が重要です。これらのエントリは、permit allまたは uiエントリの前に置く必要があ
ります。詳細は、kadm5.acl(4)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/kadm5.acl

host/server1.example.com@EXAMPLE.COM U root

host/server1.example.com@EXAMPLE.COM ui *

*/admin@EXAMPLE.COM *

マスターKDC上で、Kerberos管理デーモンを再起動します。
この手順により、kadmindデーモンが新しい kadm5.aclエントリを使用できるように
なります。
kdc1 # svcadm restart network/security/kadmin

マスターKDC上で、pam.confファイルにエントリを追加します。
次のエントリにより、kadmindデーモンが k5migrate PAMサービスを使用して、移行
に必要なアカウントのUNIXユーザーパスワードを検査できるようになります。
# grep k5migrate /etc/pam.conf

k5migrate auth required pam_unix_auth.so.1

k5migrate account required pam_unix_account.so.1

▼ アカウントロックアウトを構成する方法
kadminを起動します。
% /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. アカウントロックアウトパラメータを使ってポリシーを作成します。
次の例では、add_policyサブコマンドを使って defaultというポリシーが作成さ
れます。300秒の間に 3回の認証エラーが発生すると、900秒のアカウントロック
アウトがトリガーされます。
kadmin: add_policy -maxfailure 3 -failurecountinterval "300 seconds"\

-lockoutduration "900 seconds" default

b. kadminを終了します。
kadmin: quit

ロックアウトされた主体をロック解除する

次の例では、ユーザー主体がロック解除されます。

/usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin: modify_principal -unlock principal

4
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▼ すべてのチケット認可チケット (TGT)を自動的に
更新する方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

warnd構成ファイルを編集します。
チケットの期限が切れる 30分前にTGTを更新し、その更新が成功または失敗したら
メッセージをユーザーの端末に記録するために、次のようなエントリを追加しま
す。
# cat /etc/krb5/warn.conf

* renew:log terminal 30m

サービスを再起動します。
# svcadm restart network/security/ktkt_warn

サーバー上でのTGT有効期限メッセージの構成

次の例は、TGTの更新およびメッセージシステムを構成するためのいくつかの方法
を示しています。

# cat /etc/krb5/warn.conf

#

# renew the TGT 30 minutes before expiration and send message to users terminal

#

gtb@EXAMPLE.COM renew:log terminal 30m

#

# send a warning message to a specific email address 20 minutes before TGT expiration

#

mre@EXAMPLE.COM mail 20m mre@example2.com

#

# renew the TGT 20 minutes before expiration and send an email message on failure

#

bricker@EXAMPLE.COM renew:log-failure mail 20m &

#

# catch-all: any principal not matched above will get an email warning

* mail 20m &

ユーザーへのTGT有効期限メッセージの構成

システムレベルでのユーザーごとのエントリの構成に加えて、各
ユーザーは、/var/user/$USER/krb-warn.confという名前の個々のwarnd構成ファイ
ルを構成できます。例:

% cat /var/user/gtb/krb-warn.conf

gtb@EXAMPLE.COM renew:log mail 30m &

始める前に
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KDCとKerberosクライアントのクロックの同期化
Kerberos認証システムに参加するすべてのホストは、指定した最大時間内に収まる
ように内部クロックを同期化する必要があります (「クロックスキュー」)。この必
要条件は、Kerberosセキュリティーの検査の 1つです。参加しているホスト間のク
ロックスキューが超過すると、クライアントの要求が拒否されます。

アプリケーションサーバーが再実行要求を認識し拒否する目的で、すべての
Kerberosプロトコルメッセージをどのくらいの間追跡管理する必要があるかも、ク
ロックスキューで決まります。そのため、クロックスキュー値が長いほど、アプリ
ケーションサーバーが収集する情報も多くなります。

最大クロックスキューのデフォルト値は、300秒 (5分)です。このデフォルト
は、krb5.confファイルの libdefaultsセクションで変更できます。

注 –セキュリティー上の理由から、クロックスキュー値は 300秒より大きくしないで
ください。

KDCとKerberosクライアント間で同期化されたクロックを管理することが重要であ
るため、Network Time Protocol (NTP)ソフトウェアを使用して同期化するようにして
ください。Oracle Solarisソフトウェアにはデラウェア大学のNTPパブリックドメイ
ンソフトウェアが含まれています。

注 –クロックを同期化するときは、rdateコマンドと cronジョブを使用することもで
きます。この方法は、NTPより簡単に使用できます。ただし、ここではNTPを中心
に説明します。ネットワークを使用してクロックを同期化する場合は、クロック同
期化プロトコル自体も安全である必要があります。

NTPを使用すると、正確な時間とネットワーククロック同期をネットワーク環境で
管理できます。NTPは基本的にはクライアントサーバー実装の状態をとります。1つ
のシステムをマスタークロック (NTPサーバー)として指定します。次に、その他の
すべてのシステム (NTPクライアント)をマスタークロックと同期するように設定し
ます。

クロックを同期化するために、NTPは xntpdデーモンを使用して、インターネット
標準時サーバーに合わせてUNIXシステムの時間を設定および管理します。次の図
は、NTPのクライアントサーバー実装の例です。
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KDCおよびKerberosクライアントがクロックを同期化するには、次の手順を実行し
ます。

1. ネットワークにNTPサーバーを設定します。NTPサーバーは、マスターKDC以
外であればどのシステムでも設定できます。NTPサーバーのタスクについて
は、『Oracle Solaris 11ネットワークサービスの紹介』の「Network Time Protocol
の管理 (タスク)」を参照してください。

2. ネットワークのKDCとKerberosクライアントを構成するときに、それらをNTP
サーバーのNTPクライアントとして設定します。NTPクライアントのタスクにつ
いては、『Oracle Solaris 11ネットワークサービスの紹介』の「Network Time
Protocolの管理 (タスク)」を参照してください。

マスターKDCとスレーブKDCの入れ替え
マスターKDCとスレーブKDCを入れ替えるときは、このセクションで説明する手
順を行います。マスターKDCとスレーブKDCの入れ替えは、マスターKDCに何ら
かの理由で障害が発生した場合、またはマスターKDCを再インストールする必要が
ある場合 (新しいハードウェアをインストールした場合など)にだけ行なってくださ
い。

▼ 入れ替え可能なスレーブKDCを構成する方法
この手順は、マスターKDCに入れ替え可能なスレーブKDCに対して実行しま
す。この手順は、増分伝播を使用していることを想定しています。

図 21–1 NTPを使用したクロック同期
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root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

KDCをインストールするときに、マスターKDCおよび入れ替え可能なスレーブKDC
に対して別名を使用します。

KDCに対してホスト名を定義するときは、各システムの別名がDNSに登録されてい
る必要があります。/etc/krb5/krb5.confファイルにホストを定義するときも、別名
を使用します。

手順に従って、スレーブKDCをインストールします。

入れ替えするサーバーは、レルム内でスレーブKDCとして動作している必要があり
ます。手順については、398ページの「スレーブKDCを手動で構成する方法」を参
照してください。

マスターKDCコマンドを移動します。

このスレーブKDCからマスターKDCコマンドが実行されることを防ぐため
に、kprop、kadmind、および kadmin.localコマンドを別の場所に移動します。

kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kprop /usr/lib/krb5/kprop.save

kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kadmind /usr/lib/krb5/kadmind.save

kdc4 # mv /usr/sbin/kadmin.local /usr/sbin/kadmin.local.save

▼ マスターKDCとスレーブKDCを入れ替えする方法
この手順では、旧マスターKDCサーバー名は、kdc1です。新しいマスターKDCと
なるスレーブKDCの名前は、kdc4です。この手順は、増分伝播を使用していること
を想定しています。

この手順を実行するには、スレーブKDCが入れ替え可能なスレーブとして設定され
ている必要があります。詳細は、435ページの「入れ替え可能なスレーブKDCを構
成する方法」を参照してください。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

始める前に
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新しいマスターKDC上で、kadminを起動します。
kdc4 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. kadmindサービスの新しい主体を作成します。
次の例では、addprincが 2行で表示されていますが、1行に入力する必要があり
ます。
kadmin: addprinc -randkey -allow_tgs_req +password_changing_service -clearpolicy \

changepw/kdc4.example.com

Principal "changepw/kdc4.example.com@ENG.SUN.COM" created.

kadmin: addprinc -randkey -allow_tgs_req -clearpolicy kadmin/kdc4.example.com

Principal "kadmin/kdc4.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:

b. kadminを終了します。
kadmin: quit

新しいマスターKDC上で、同期を強制します。
次の手順は、スレーブサーバー上で強制的にKDCを完全に更新します。
kdc4 # svcadm disable network/security/krb5kdc

kdc4 # rm /var/krb5/principal.ulog

新しいマスターKDC上で、更新が完了したことを確認します。
kdc4 # /usr/sbin/kproplog -h

新しいマスターKDC上で、KDCサービスを再開します。
kdc4 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc

新しいマスターKDC上で、更新ログをクリアします。
この手順は、新しいマスターKDCサーバーの更新ログを再度初期化します。
kdc4 # svcadm disable network/security/krb5kdc

kdc4 # rm /var/krb5/principal.ulog

旧マスターKDC上で、kadmindプロセスと krb5kdcプロセスを終了します。
kadmindプロセスを終了するときは、旧KDCデータベースに対する変更は行わない
でください。
kdc1 # svcadm disable network/security/kadmin

kdc1 # svcadm disable network/security/krb5kdc

旧マスターKDC上で、伝播を要求するポーリング時間を指定します。
/etc/krb5/kdc.conf内の sunw_dbprop_master_ulogsizeエントリをコメントにし
て、sunw_dbprop_slave_pollを定義するエントリを追加します。このエントリによ
り、ポーリング時間が 2分に設定されます。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]
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kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM= {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal

acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

# sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000

sunw_dbprop_slave_poll = 2m

}

旧マスターKDC上で、マスターKDCコマンドと kadm5.aclファイルを移動します。

マスターKDCコマンドが実行されることを防ぐために、kprop、kadmind、および
kadmin.localコマンドを別の場所に移動します。
kdc1 # mv /usr/lib/krb5/kprop /usr/lib/krb5/kprop.save

kdc1 # mv /usr/lib/krb5/kadmind /usr/lib/krb5/kadmind.save

kdc1 # mv /usr/sbin/kadmin.local /usr/sbin/kadmin.local.save

kdc1 # mv /etc/krb5/kadm5.acl /etc/krb5/kadm5.acl.save

DNSサーバー上で、マスターKDCの別名を変更します。
サーバーを変更するために、example.comゾーンファイルを編集して masterkdcのエ
ントリを変更します。
masterkdc IN CNAME kdc4

DNSサーバー上で、インターネットドメインネームサーバーを再起動します。
次のコマンドを実行して、新しい別名情報を再ロードします。
# svcadm refresh network/dns/server

新しいマスターKDC上で、マスターKDCコマンドとスレーブ kpropd.aclファイルを
移動します。
kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kprop.save /usr/lib/krb5/kprop

kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kadmind.save /usr/lib/krb5/kadmind

kdc4 # mv /usr/sbin/kadmin.local.save /usr/sbin/kadmin.local

kdc4 # mv /etc/krb5/kpropd.acl /etc/krb5/kpropd.acl.save

新しいマスターKDC上で、Kerberosアクセス制御リストファイル (kadm5.acl)を作成
します。

作成された /etc/krb5/kadm5.aclファイルには、KDCを管理できる主体名がすべて含
まれている必要があります。このファイルには、増分伝播を要求するすべてのス
レーブもリストされている必要があります。詳細は、kadm5.acl(4)のマニュアル
ページを参照してください。
kdc4 # cat /etc/krb5/kadm5.acl

kws/admin@EXAMPLE.COM *

kiprop/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM p

8

9

10

11

12

マスター KDCとスレーブ KDCの入れ替え

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月438

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN4kadm5.acl-4


新しいマスターKDC上で、kdc.confファイル内の更新ログのサイズを指定します。

sunw_dbprop_slave_pollエントリをコメントにして、sunw_dbprop_master_ulogsize

を定義するエントリを追加します。エントリは、ログサイズを 1000エントリに設定
します。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]

kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM= {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal

acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

# sunw_dbprop_slave_poll = 2m

sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000

}

新しいマスターKDC上で、kadmindと krb5kdcを実行します。
kdc4 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc

kdc4 # svcadm enable -r network/security/kadmin

旧マスターKDC上で、kipropサービス主体を追加します。

krb5.keytabファイルに kiprop主体を追加すると、増分伝播サービスに対してkpropd

デーモンが自身を認証できるようになります。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Authenticating as pricipal kws/admin@EXAMPLE.COM with password.

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin: ktadd kiprop/kdc1.example.com

Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin: quit

旧マスターKDC上で、krb5.confにリストされた各KDCのエントリを伝播構成ファイ
ル kpropd.aclに追加します。
kdc1 # cat /etc/krb5/kpropd.acl

host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM

host/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM
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host/kdc3.example.com@EXAMPLE.COM

host/kdc4.example.com@EXAMPLE.COM

旧マスターKDC上で、kpropdと krb5kdcを実行します。
kdc1 # svcadm enable -r network/security/krb5_prop

kdc1 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc

Kerberosデータベースの管理
Kerberosデータベースは、Kerberosのもっとも重要なコンポーネントであるため、適
切に管理する必要があります。このセクションでは、データベースのバックアップ
と復元、増分または並列伝播の設定、stashファイルの管理など、Kerberosデータ
ベースの管理についていくつかの手順を説明します。データベースを初期設定する
手順については、386ページの「マスターKDCを手動で構成する方法」を参照して
ください。

Kerberosデータベースのバックアップと伝播
マスターKDCのKerberosデータベースをスレーブKDCに伝播する処理は、構成タ
スクの中で最も重要なものの 1つです。伝播の頻度が低いと、マスターKDCとス
レーブKDCが同期しなくなります。マスターKDCに障害が発生した場合、ス
レーブKDCは最新のデータベース情報を持たないことになります。また、負荷を分
散するためにスレーブKDCがマスターKDCとして構成されている場合も、そのス
レーブKDCをマスターKDCとして使用するクライアントは最新情報を取得できま
せん。このため、Kerberosデータベースの変更頻度に基づいて、伝播頻度を適切に
構成する必要があります。増分伝播は手動による伝播より優先されます。これ
は、データベースを手動で伝播すると管理のオーバーヘッドがより大きくなるため
です。また、データベースを完全に伝播する場合は、効率が悪いためです。

マスターKDCを構成するときは、cronジョブ内に kprop_scriptコマンドを設定し
て、Kerberosデータベースを /var/krb5/slave_datatransダンプファイルに自動的に
バックアップし、それをスレーブKDCに伝播します。ただし、他のファイルと同様
に、Kerberosデータベースは壊れることがあります。スレーブKDCのデータが壊れ
た場合でも、次回のデータベース自動伝播によって最新のコピーがインストールさ
れるため、影響が発生しないこともあります。ただし、マスターKDCのデータが壊
れた場合は、壊れたデータベースが次回の伝播ですべてのスレーブKDCに伝播され
ます。また、壊れたデータがバックアップされると、マスターKDC上の壊れていな
い前回のバックアップファイルが上書きされます。

この場合、「安全な」バックアップコピーが存在しないため、cronジョブを設定し
て slave_datatransダンプファイルを定期的に別の場所にコピーするか、kdb5_util

の dumpコマンドを使用して別のバックアップコピーを作成することも必要です。こ
れにより、データベースが壊れても、kdb5_utilの loadコマンドを使用して、マス
ターKDCの最新のバックアップを復元できます。
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次の点も重要です。データベースダンプファイルには主体鍵が含まれているた
め、許可されないユーザーがアクセスできないように、ファイルを保護する必要が
あります。デフォルトでは、データベースダンプファイルの読み取り権および書き
込み権は、rootにのみ与えられます。無許可のアクセスから保護するには、kpropコ
マンドのみを使用してデータベースダンプファイルを伝播します。これにより、転
送されるデータが暗号化されます。また、kpropはデータをスレーブKDCだけに伝
播するため、データベースダンプファイルが間違って許可されないホストに送信さ
れる可能性が最小限になります。

注意 – Kerberosデータベースが伝播されたあとに更新され、次の伝播の前にデータ
ベースが壊れた場合は、スレーブKDCには更新が反映されません。この更新は失わ
れます。このため、定期的に実行される伝播の前に重要な更新を追加した場合
は、データの損失を回避するために手動でデータベースを伝播する必要がありま
す。

kpropd.aclファイル
スレーブKDCの kpropd.aclファイルの各行には、ホスト主体名と、伝播された最新
のデータベースの受信元となるシステムが指定されています。マスターKDCを使用
してすべてのスレーブKDCに伝播する場合は、各スレーブKDCの kpropd.acl

ファイルに対してマスターKDCの主体名だけを指定する必要があります。

ただし、このドキュメントのKerberosのインストールおよびインストール後の構成
手順では、マスターKDCとスレーブKDCに対して同じ kpropd.aclファイルを追加
するように説明しています。このファイルには、すべてのKDCホスト主体名が含ま
れます。この構成を使用すると、伝播元のKDCが一時的に使用できなくなったとき
でも、任意のKDCから伝播することができます。また、すべてのKDCに同一のコ
ピーを保持すると、構成の管理が容易になります。

kprop_scriptコマンド
kprop_scriptコマンドは、kpropコマンドを使用してKerberosデータベースをほかの
KDCに伝播します。kprop_scriptコマンドをスレーブKDC上で実行すると、そのス
レーブKDCのKerberosデータベースのコピーがほかのKDCに伝播されま
す。kprop_scriptには、ホスト名のリストを引数として指定します。区切り文字は
空白です。指定したホスト名は、伝播先のKDCになります。

kprop_scriptを実行すると、Kerberosデータベースのバックアップが
/var/krb5/slave_datatransファイルに作成され、指定したKDCにそのファイルがコ
ピーされます。Kerberosデータベースは、伝播が完了するまでロックされます。

▼ Kerberosデータベースをバックアップする方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。
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kdb5_utilの dumpコマンドを使用して、Kerberosデータベースをバックアップしま
す。
# /usr/sbin/kdb5_util dump [-verbose] [-d dbname] [filename [principals...]]

-verbose バックアップする各主体とポリシー名を出力します。

dbname バックアップするデータベース名を定義します。ファイルの絶対パスを
指定できます。-dオプションを指定しない場合、デフォルトのデータ
ベース名は /var/krb5/principalとなります。

filename データベースのバックアップに使用するファイルを定義します。ファイ
ルの絶対パスを指定できます。ファイルを指定しなかった場合、データ
ベースは標準出力にダンプされます。

principals バックアップする主体を 1つ以上定義します (区切り文字は空白)。主体
名は完全指定形式にする必要があります。主体を指定しなかった場
合、データベース全体がバックアップされます。

Kerberosデータベースのバックアップ

次の例では、Kerberosデータベースは dumpfileと呼ばれるファイルにバックアップ
されます。-verboseオプションが指定されているため、各主体はバックアップされ
るときに出力されます。

# kdb5_util dump -verbose dumpfile

kadmin/kdc1.eng.example.com@ENG.EXAMPLE.COM

krbtgt/ENG.EXAMPLE.COM@ENG.EXAMPLE.COM

kadmin/history@ENG.EXAMPLE.COM

pak/admin@ENG.EXAMPLE.COM

pak@ENG.EXAMPLE.COM

changepw/kdc1.eng.example.com@ENG.EXAMPLE.COM

次の例では、pakおよび pak/admin主体が、Kerberosデータベースからバックアップ
されます。

# kdb5_util dump -verbose dumpfile pak/admin@ENG.EXAMPLE.COM pak@ENG.EXAMPLE.COM

pak/admin@ENG.EXAMPLE.COM

pak@ENG.EXAMPLE.COM

▼ Kerberosデータベースを復元する方法
KDCマスター上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

マスター上で、KDCデーモンを終了します。
kdc1 # svcadm disable network/security/krb5kdc

kdc1 # svcadm disable network/security/kadmin
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kdb_utilコマンドの loadコマンドを使用して、Kerberosデータベースを復元しま
す。
# /usr/sbin/kdb5_util load [-verbose] [-d dbname] [-update] [filename]

-verbose 復元する各主体とポリシー名を出力します。

dbname 復元するデータベース名を定義します。ファイルの絶対パスを指定でき
ます。-dオプションを指定しない場合、デフォルトのデータベース名は
/var/krb5/principalとなります。

-update 既存のデータベースを更新します。指定しない場合、新しいデータ
ベースが作成されるか、既存のデータベースが上書きされます。

filename データベースの復元に使用するファイルを定義します。ファイルの絶対
パスを指定できます。

KDCデーモンを起動します。
kdc1 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc

kdc1 # svcadm enable -r network/security/kadmin

Kerberosデータベースの復元

次の例では、database1というデータベースが、dumpfileファイルから現在のディレ
クトリに復元されます。-updateオプションが指定されていないため、復元によって
新しいデータベースが作成されます。

# kdb5_util load -d database1 dumpfile

▼ サーバーのアップグレード後にKerberosデータ
ベースを変換する方法
Solaris 8または Solaris 9リリースが稼働するサーバー上でKDCデータベースが作成さ
れている場合、データベースを変換すると、改善されたデータベースの
フォーマットを利用できます。

データベースが古いフォーマットを使用していることを確認してください。

KDCマスター上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

マスター上で、KDCデーモンを終了します。
kdc1 # svcadm disable network/security/krb5kdc

kdc1 # svcadm disable network/security/kadmin
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データベースの一時的なコピーを格納するためのディレクトリを作成します。
kdc1 # mkdir /var/krb5/tmp

kdc1 # chmod 700 /var/krb5/tmp

KDCデータベースをダンプします。
kdc1 # kdb5_util dump /var/krb5/tmp/prdb.txt

現在のデータベースファイルのコピーを保存します。
kdc1 # cd /var/krb5

kdc1 # mv princ* tmp/

データベースをロードします。
kdc1 # kdb5_util load /var/krb5/tmp/prdb.txt

KDCデーモンを起動します。
kdc1 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc

kdc1 # svcadm enable -r network/security/kadmin

▼ マスターKDCを再構成して増分伝播を使用する方
法
この手順を使って、増分伝播を使用するように既存のマスターKDCを再構成しま
す。この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ DNSドメイン名 = example.com

■ マスターKDC = kdc1.example.com

■ スレーブKDC = kdc2.example.com

■ admin主体 = kws/admin

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

kdc.confにエントリを追加します。

増分伝播を有効にして、ログ内に保持するKDCマスターの更新数を選択する必要が
あります。詳細は、kdc.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]

kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM= {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal
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acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000

}

kiprop主体を作成します。

kiprop主体は、マスターKDCサーバーの認証とマスターKDCからの更新の認証に
使用されます。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin: addprinc -randkey kiprop/kdc1.example.com

Principal "kiprop/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin: addprinc -randkey kiprop/kdc2.example.com

Principal "kiprop/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:

マスターKDC上で、kadm5.aclに kipropエントリを追加します。
このエントリにより、マスターKDCが kdc2サーバーから増分伝播の要求を受け取る
ことができるようになります。
kdc1 # cat /etc/krb5/kadm5.acl

*/admin@EXAMPLE.COM *

kiprop/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM p

rootの crontabファイルの kprop行をコメントアウトします。

この手順により、マスターKDCがKDCデータベースのコピーを伝播しなくなりま
す。
kdc1 # crontab -e

#ident "@(#)root 1.20 01/11/06 SMI"
#

# The root crontab should be used to perform accounting data collection.

#

# The rtc command is run to adjust the real time clock if and when

# daylight savings time changes.

#

10 3 * * * /usr/sbin/logadm

15 3 * * 0 /usr/lib/fs/nfs/nfsfind

1 2 * * * [ -x /usr/sbin/rtc ] && /usr/sbin/rtc -c > /dev/null 2>&1

30 3 * * * [ -x /usr/lib/gss/gsscred_clean ] && /usr/lib/gss/gsscred_clean

#10 3 * * * /usr/lib/krb5kprop_script kdc2.example.sun.com #SUNWkr5ma

kadmindを再起動します。
kdc1 # svcadm restart network/security/kadmin
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増分伝播を使用するすべてのスレーブKDCサーバーを再構成します。
詳細な手順については、446ページの「スレーブKDCを再構成して増分伝播を使用
する方法」を参照してください。

▼ スレーブKDCを再構成して増分伝播を使用する方
法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

kdc.confにエントリを追加します。

最初の新しいエントリにより、増分伝播が有効になります。2番目の新しいエントリ
により、ポーリング時間が 2分に設定されます。
kdc2 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]

kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM= {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal

acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

sunw_dbprop_slave_poll = 2m

}

krb5.keytabファイルに kiprop主体を追加します。
kdc2 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin: ktadd kiprop/kdc2.example.com

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin: quit
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kpropdを再起動します。
kdc2 # svcadm restart network/security/krb5_prop

▼ 完全伝播を使用するようにスレーブKDCを構成す
る方法
この手順は、完全伝播を使用するように、Solaris 10リリースが動作しているス
レーブKDCサーバーを再構成する方法を示しています。通常、この手順は、マス
ターKDCサーバーで Solaris 9リリースまたはそれ以前のリリースのいずれかが動作
している場合にのみ使用します。この場合、マスターKDCサーバーは増分伝播をサ
ポートできないので、伝播が機能するようにスレーブを構成する必要があります。

この手順では、kdc3という名前のスレーブKDCを構成します。この手順では、次の
構成パラメータを使用します。

■ レルム名 = EXAMPLE.COM

■ DNSドメイン名 = example.com

■ マスターKDC = kdc1.example.com

■ スレーブKDC = kdc2.example.comおよび kdc3.example.com

■ admin主体 = kws/admin

■ オンラインヘルプURL =
http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1456/aadmin-23.html

注 –このURLは、379ページの「Kerberosグラフィカル管理ツールでのオンライン
ヘルプURL」に説明されているセクションを指すように調整してください。

マスターKDCが構成済みである必要があります。スレーブKDCを入れ替え可能に
する手順については、435ページの「マスターKDCとスレーブKDCの入れ替え」を
参照してください。

マスターKDC上で root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当
てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。
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マスターKDC上で kadminを起動します。

マスターKDCを構成するときに作成した admin主体名を使用して、ログインする必
要があります。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. マスターKDCのデータベースにスレーブホスト主体が存在しない場合は、追加し
ます。

スレーブが機能するには、ホスト主体が必要です。主体のインスタンスがホスト
名のときは、ネームサービス内のドメイン名が大文字であるか小文字であるかに
関係なく、FQDNは小文字で指定する必要があります。
kadmin: addprinc -randkey host/kdc3.example.com

Principal "host/kdc3@EXAMPLE.COM" created.

kadmin:

b. kadminを終了します。
kadmin: quit

マスターKDC上で、Kerberos構成ファイル (krb5.conf)を編集します。
各スレーブ用にエントリを追加する必要があります。このファイルの詳細
は、krb5.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/krb5.conf

.

.

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc1.example.com

kdc = kdc2.example.com

kdc = kdc3.example.com

admin_server = kdc1.example.com

}

マスターKDC上で、マスターKDCおよび各スレーブKDCのエントリを kpropd.acl

ファイルに追加します。

このファイルの詳細は、kprop(1M)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/kpropd.acl

host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM

host/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM

host/kdc3.example.com@EXAMPLE.COM

すべてのスレーブKDC上で、KDC管理ファイルをマスターKDCサーバーからコ
ピーします。
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この手順は、マスターKDCサーバーが、各KDCサーバーに必要な情報を更新した
ため、すべてのスレーブKDC上で実行する必要があります。ftpなどの転送メカニ
ズムを使用して、マスターKDCから次のファイルのコピーを取得できます。

■ /etc/krb5/krb5.conf

■ /etc/krb5/kdc.conf

■ /etc/krb5/kpropd.acl

すべてのスレーブKDC上で、Kerberosアクセス制御リストファイル kadm5.aclが反映
されていないことを確認してください。

修正前の kadm5.aclファイルは次のようになっています。
kdc2 # cat /etc/krb5/kadm5.acl

*/admin@___default_realm___ *

ファイルに kipropのエントリがある場合は、それを削除します。

新しいスレーブ上で、kadminコマンドを起動します。

マスターKDCを構成するときに作成した admin主体名を使用して、ログインする必
要があります。
kdc2 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin

Enter password: <Type kws/admin password>
kadmin:

a. kadminを使用して、スレーブの host主体をスレーブのキータブファイルに追加し
ます。

このエントリにより kpropなどのKerberosアプリケーションが機能します。主体
のインスタンスがホスト名のときは、ネームサービス内のドメイン名が大文字で
あるか小文字であるかに関係なく、FQDNは小文字で指定する必要があります。

kadmin: ktadd host/kdc3.example.com

Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc

mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin:

b. kadminを終了します。
kadmin: quit
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マスターKDC上で、cronジョブにスレーブKDC名を追加します。これは、crontab -e

によってバックアップを自動的に実行します。

各スレーブKDCサーバーの名前を kprop_script行の末尾に追加します。
10 3 * * * /usr/lib/krb5/kprop_script kdc2.example.com kdc3.example.com

バックアップの時間を変更する場合もあるでしょう。このエントリは、バック
アップ処理を毎日午前 3:10に開始します。

新しいスレーブ上で、Kerberos伝播デーモンを起動します。
kdc3 # svcadm enable network/security/krb5_prop

マスターKDC上で、kprop_scriptを使ってデータベースをバックアップし、伝播し
ます。

データベースのバックアップコピーがすでに使用可能な場合は、別のバックアップ
を完成させる必要はありません。詳細は、452ページの「Kerberosデータベースをス
レーブKDCに手動で伝播する方法」を参照してください。
kdc1 # /usr/lib/krb5/kprop_script kdc3.example.com

Database propagation to kdc3.example.com: SUCCEEDED

新しいスレーブ上で、kdb5_utilを使用して stashファイルを作成します。
kdc3 # /usr/sbin/kdb5_util stash

kdb5_util: Cannot find/read stored master key while reading master key

kdb5_util: Warning: proceeding without master key

Enter KDC database master key: <Type the key>

(省略可能)新しいスレーブKDC上で、NTPまたは別のクロック同期メカニズムを使用
して、マスターKDCのクロックを同期化します。
Network Time Protocol (NTP)のインストールと使用は必要はありません。ただし、認
証が正常終了するには、krb5.confファイルの libdefaultsセクションに定義されて
いるデフォルト時間内に収まるよう、すべてのクロックを調整する必要がありま
す。NTPについては、434ページの「KDCとKerberosクライアントのクロックの同
期化」を参照してください。

新しいスレーブ上で、KDCデーモン (krb5kdc)を起動します。
kdc3 # svcadm enable network/security/krb5kdc

▼ KDCサーバーが同期しているかを検査する方法
増分伝播が構成されている場合、この手順は、スレーブKDC上の情報が更新された
かを確認します。
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root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

KDCマスターサーバー上で、kproplogコマンドを実行します。
kdc1 # /usr/sbin/kproplog -h

KDCスレーブサーバー上で、kproplogコマンドを実行します。
kdc2 # /usr/sbin/kproplog -h

最終シリアル番号と最終時間表示の値が一致するかを確認します。

KDCサーバーが同期しているかを検査する

次の例は、マスターKDCサーバー上での kproplogコマンドの実行結果です。

kdc1 # /usr/sbin/kproplog -h

Kerberos update log (/var/krb5/principal.ulog)

Update log dump:

Log version #: 1

Log state: Stable

Entry block size: 2048

Number of entries: 2500

First serial #: 137966

Last serial #: 140465

First time stamp: Fri Nov 28 00:59:27 2004

Last time stamp: Fri Nov 28 01:06:13 2004

次の例は、スレーブKDCサーバー上での kproplogコマンドの実行結果です。

kdc2 # /usr/sbin/kproplog -h

Kerberos update log (/var/krb5/principal.ulog)

Update log dump:

Log version #: 1

Log state: Stable

Entry block size: 2048

Number of entries: 0

First serial #: None

Last serial #: 140465

First time stamp: None

Last time stamp: Fri Nov 28 01:06:13 2004

最終シリアル番号と最終時間表示が同じであることに注意してください。これ
は、スレーブがマスターKDCサーバーと同期していることを示しています。

スレーブKDCサーバーの出力で、スレーブKDCサーバーの更新ログに更新エント
リがないことに注意してください。エントリがないのは、スレーブKDCサーバーは
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マスターKDCサーバーとは異なり、一連の更新を保持しないためです。また、最初
のシリアル番号と最初の時間表示は関連情報でないため、KDCスレーブサーバーは
それらの情報を取り込みません。

▼ KerberosデータベースをスレーブKDCに手動で伝
播する方法
この手順では、kpropコマンドを使用して、Kerberosデータベースを伝播します。定
期的に実行する cronジョブ以外に、スレーブKDCとマスターKDCを同期化する必
要がある場合は、この手順を行います。kprop_scriptと異なり、kpropを使用した場
合は、現在のデータベースバックアップのみを伝播できますが、伝播する前に
Kerberosデータベースの新しいバックアップは作成されません。

注 –増分伝播を使用する場合は、この手順を使用しないでください。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

(省略可能) kdb5_utilコマンドを使用して、データベースをバックアップします。
# /usr/sbin/kdb5_util dump /var/krb5/slave_datatrans

kpropコマンドを使用して、データベースをスレーブKDCに伝播します。
# /usr/lib/krb5/kprop -f /var/krb5/slave_datatrans slave-KDC

kprop_scriptを使用してスレーブ KDCに Kerberosデータベースを手動
で伝播する

定期的に実行する cronジョブ以外に、データベースをバックアップし、それをス
レーブKDCに伝播する場合は、次のように kprop_scriptコマンドを使用することも
できます。

# /usr/lib/krb5/kprop_script slave-KDC

並列伝播の設定
ほとんどの場合、マスターKDCは、KerberosデータベースをスレーブKDCに伝播す
るときにだけ使用されます。使用するサイトに複数のスレーブKDCが存在する場合
は、伝播処理の負荷を分散させることもできます。この概念は、「並列伝播」と呼
ばれます。
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注 –増分伝播を使用する場合は、この手順を使用しないでください。

並列伝播を利用すると、複数のスレーブKDC間でマスターKDCの伝播処理を分散
できます。処理を分散すると、伝播をより早く実行でき、マスターKDCの作業を軽
減することができます。

たとえば、使用するサイトに 1つのマスターKDCと 6つのスレーブKDCがあるとし
ます (図 21–2を参照)。slave-1から slave-3で 1つの論理グループを構成し、slave-4

から slave-6で別の論理グループを構成しています。並列伝播を設定するには、マス
ターKDCがデータベースを slave-1と slave-4に伝播するようにします。これらの
スレーブKDCがグループ内のスレーブKDCにデータベースを伝播するようにしま
す。

並列伝播を設定するための構成手順
ここでは、並列伝播の詳細な手順は説明しませんが、並列伝播を有効にする構成手
順の概要を示します。手順は次のとおりです。

1. マスターKDC上で、cronジョブ内の kprop_scriptエントリを変更して、次の伝
播先のスレーブKDC (伝播スレーブ)だけを引数に指定します。

2. 伝播スレーブごとに、kprop_scriptエントリをその cronジョブに追加し、伝播先
のスレーブを引数に指定します。並列伝播を正しく行うには、伝播スレーブが新
しいKerberosデータベースから伝播されたあとに、cronジョブが実行されるよう
に設定する必要があります。

注 –伝播スレーブにかかる伝播時間は、ネットワークの帯域幅やKerberosデータ
ベースのサイズなどの要因によって異なります。

図 21–2 並列伝播の構成例
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3. スレーブKDCごとに、伝播に必要なアクセス権を設定します。伝播元のKDCの
ホスト主体名を各スレーブKDCの kpropd.aclファイルに追加します。

例 21–23 並列伝播の設定

図 21–2の例を使用すると、マスターKDCの kprop_scriptエントリは次のようにな
ります。

0 3 * * * /usr/lib/krb5/kprop_script slave-1.example.com slave-4.example.com

slave-1の kprop_scriptエントリは、次のようになります。

0 4 * * * /usr/lib/krb5/kprop_script slave-2.example.com slave-3.example.com

このスレーブの伝播は、マスターからの伝播が完了してから 1時間後に開始しま
す。

伝播スレーブの kpropd.aclファイルには、次のエントリが含まれます。

host/master.example.com@EXAMPLE.COM

slave-1から伝播されるスレーブKDCの kpropd.aclファイルには、次のエントリが
含まれます。

host/slave-1.example.com@EXAMPLE.COM

stashファイルの管理
「stashファイル」には、Kerberosデータベースのマスター鍵が含まれます。この
ファイルは、Kerberosデータベースを作成すると自動的に作成されます。stash
ファイルが壊れた場合は、kdb5_utilユーティリティーの stashコマンドを使用し
て、置き換えることができます。kdb5_utilの destroyコマンドを使用してKerberos
データベースを削除したあとのみ、stashファイルを削除する必要がありま
す。データベースを削除しても、stashファイルは自動的に削除されないため、ク
リーンアップを完了するには、stashファイルを削除する必要があります。

▼ stashファイルを削除する方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

stashファイルを削除します。
# rm stash-file
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この例では、stash-fileは stashファイルのパスを示します。デフォルトでは、stash
ファイルは /var/krb5/.k5.realmにあります。

注 – stashファイルを再作成する場合は、kdb5_utilコマンドの -fオプションを使用し
ます。

▼ 新しいマスター鍵を使用する方法
root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

新しいマスター鍵を作成します。

このコマンドでは、ランダムに生成された新しいマスター鍵を追加します。-sオプ
ションは、新しいマスター鍵がデフォルトのキータブに格納されるよう要求しま
す。
# kdb5_util add_mkey -s

Creating new master key for master key principal ’K/M@EXAMPLE.COM’

You will be prompted for a new database Master Password.

It is important that you NOT FORGET this password.

Enter KDC database master key: <Type the password>
Re-enter KDC database master key to verify: <Type it again>

新しいマスター鍵が存在することを確認します。
# kdb5_util list_mkeys

Master keys for Principal: K/M@EXAMPLE.COM

KNVO: 2, Enctype: AES-128 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC, No activate time set

KNVO: 1, Enctype: DES cbc mode with RSA-MD5, Active on: Wed Dec 31 18:00:00 CST 2001 *

この出力内のアスタリスクは、現在アクティブになっているマスター鍵を特定しま
す。

新しく作成されたマスター鍵がアクティブになる時間を設定します。
# date

Fri Jul 1 17:57:00 CDT 2011

# kdb5_util use_mkey 2 ’now+2days’

# kdb5_util list_mkeys

Master keys for Principal: K/M@EXAMPLE.COM

KNVO: 2, Enctype: AES-128 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC, Active on: Sun Jul 03 17:57:15 CDT 2011

KNVO: 1, Enctype: DES cbc mode with RSA-MD5, Active on: Wed Dec 31 18:00:00 CST 2001 *

この例では、新しいマスター鍵がすべてのKDCに伝播される時間を見越して、日付
は 2日後に設定されています。この日付は、環境に合わせて適宜調整してくださ
い。
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(省略可能)新しい主体の作成後、新しいマスター鍵が使用されていることを確認しま
す。
# kadmin.local -q ’getprinc jimf’ |egrep ’Principal|MKey’

Authenticating as principal root/admin@EXAMPLE.COM with password.

Principal: jimf@EXAMPLE.COM

MKey: vno 2

この例では、MKey: vno 2は、新しく作成されたマスター鍵 2によって主体の秘密鍵
が保護されていることを示しています。

新しいマスター鍵を使ってユーザー主体の秘密鍵を再暗号化します。

コマンドの終わりにパターンの引数を追加した場合は、そのパターンに一致する主
体が更新されます。更新される主体を特定するには、このコマンドに -nオプション
を追加します。
# kdb5_util update_princ_encryption -f -v

Principals whose keys WOULD BE re-encrypted to master key vno 2:

updating: host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM

skipping: jimf@EXAMPLE.COM

updating: kadmin/changepw@EXAMPLE.COM

updating: kadmin/history@EXAMPLE.COM

updating: kdc/admin@EXAMPLE.COM

updating: host/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM

6 principals processed: 5 updated, 1 already current

古いマスター鍵を削除します。

主体の秘密鍵の保護にマスター鍵が使用されなくなった場合は、マスター鍵主体か
らそれを削除できます。いずれかの主体で引き続き使用されている鍵はこのコマン
ドで削除されません。適切なマスター鍵が削除されることを確認するには、このコ
マンドに -nオプションを追加します。
# kdb5_util purge_mkeys -f -v

Purging the follwing master key(s) from K/M@EXAMPLE.COM:

KNVO: 1

1 key(s) purged.

古いマスター鍵が削除されていることを確認します。
# kdb5_util list_mkeys

Master keys for Principal: K/M@EXAMPLE.COM

KNVO: 2, Enctype: AES-128 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC, Active on: Sun Jul 03 17:57:15 CDT 2011 *

stashファイルを更新します。
# kdb5_util stash

Using existing stashed keys to update stash file.

stashファイルが更新されていることを確認します。
# klist -kt /var/krb5/.k5.EXAMPLE.COM

Keytab name: FILE:.k5.EXAMPLE.COM

KVNO Timestamp Principal

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

2 05/07/2011 15:08 K/M@EXAMPLE.COM
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LDAPディレクトリサーバーでのKDCの管理
LDAPディレクトリサーバーを使用したKDC管理タスクのほとんどは、DB2
サーバーを使用した場合と同じです。LDAPを使用した処理に特有の新しいタスクが
いくつかあります。

表 21–3 LDAPを使用するためのKDCサーバーの構成 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

マスターKDCを構成します。 手動のプロセスを使用し、さらにKDC用に
LDAPを使用して、レルムにマスターKDC
サーバーとデータベースを構成および構築しま
す。

390ページの「LDAPデータ
サーバーを使用するようにKDCを
構成する方法」

Kerberos主体属性をKerberos以
外のオブジェクトクラス型と結
び付けます

Kerberosレコードで格納された情報をほかの
LDAPデータベースと共有できるようになりま
す。

457ページの「Kerberos主体属性を
Kerberos以外のオブジェクトクラ
ス型に結び付ける方法」

レルムを破棄します。 レルムに関連付けられたデータをすべて削除し
ます。

458ページの「LDAPディレクトリ
サーバーでレルムを破棄する方
法」

▼ Kerberos主体属性をKerberos以外のオブジェクト
クラス型に結び付ける方法
この手順により、Kerberos主体属性をKerberos以外のオブジェクトクラス型に関連付
けることができます。この手順では、krbprincipalaux、krbTicketPolicyAux、およ
び krbPrincipalName属性が peopleオブジェクトクラスに関連付けられます。

この手順では、次の構成パラメータを使用します。

■ ディレクトリサーバー = dsserver.example.com

■ ユーザー主体 = willf@EXAMPLE.COM

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

peopleオブジェクトクラスの各エントリを用意します。
エントリごとに次の手順を繰り返します。
cat << EOF | ldapmodify -h dsserver.example.com -D "cn=directory manager"
dn: uid=willf,ou=people,dc=example,dc=com

changetype: modify

objectClass: krbprincipalaux

objectClass: krbTicketPolicyAux

krbPrincipalName: willf@EXAMPLE.COM

EOF
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サブツリー属性をレルムコンテナに追加します。
この手順により、デフォルトの EXAMPLE.COMコンテナだけでな
く、ou=people,dc=example,dc=comコンテナでも主体エントリを検索できるようにな
ります。
# kdb5_ldap_util -D "cn=directory manager" modify \

-subtrees ’ou=people,dc=example,dc=com’ -r EXAMPLE.COM

(省略可能) KDCレコードがDB2に格納されている場合は、DB2エントリを移行しま
す。

a. DB2エントリをダンプします。
# kdb5_util dump > dumpfile

b. データベースを LDAPサーバーにロードします。
# kdb5_util load -update dumpfile

(省略可能)主体属性をKDCに追加します。
# kadmin.local -q ’addprinc willf’

▼ LDAPディレクトリサーバーでレルムを破棄する
方法
この手順は、別の LDAPディレクトリサーバーがレルムを処理するように構成され
ている場合に使用できます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

レルムを破棄します。
# kdb5_ldap_util -D "cn=directory manager" destroy

Kerberosサーバー上のセキュリティーの強化
KerberosアプリケーションサーバーとKDCサーバーのセキュリティーを強化するに
は、次の手順に従ってください。

表 21–4 Kerberosサーバーのセキュリティーの強化 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

KDCサーバーへのアクセスを
制限します。

KDCサーバーとそのデータのセキュリティーを
強化します。

459ページの「KDCサーバーへのア
クセスを制限する方法」
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表 21–4 Kerberosサーバーのセキュリティーの強化 (タスクマップ) (続き)
タスク 説明 参照先

辞書ファイルを使用してパス
ワードセキュリティーを強化
します。

新しいパスワードを辞書と照合してパスワード
のセキュリティーを強化します。

459ページの「辞書ファイルを使用
してパスワードセキュリティーを強
化する方法」

▼ KDCサーバーへのアクセスを制限する方法
マスターKDCおよびスレーブKDCには、KDCデータベースのローカルコピーがあ
ります。データベースを保護するためにこれらのサーバーへのアクセス権を制限す
ることは、Kerberos全体のセキュリティーにとって重要です。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

KDCをサポートするハードウェアに対するアクセスを制限します。
物理的なアクセスを制限するために、KDCとそのモニターは安全な場所に設置しま
す。このサーバーへのアクセスを完全に制限することが目的です。

KDCデータベースのバックアップを、ローカルディスクまたはスレーブKDCに格納
します。

KDCのバックアップをテープに作成する場合、そのテープのセキュリティーを十分
に確保してください。キータブファイルのコピーも、同様に作成します。これらの
ファイルをローカルファイルシステムに格納する場合は、できるだけほかのシステ
ムと共有しないでください。格納先のファイルシステムは、マスターKDCまたは任
意のスレーブKDCから選択できます。

▼ 辞書ファイルを使用してパスワードセキュリ
ティーを強化する方法
Kerberosサービスで辞書ファイルを使用することにより、新しい資格の作成時に辞
書内の単語がパスワードとして使用されるのを防ぐことができます。辞書の用語が
パスワードとして使用されないようにすると、パスワードの推測が困難になりま
す。デフォルトでは /var/krb5/kadm5.dictファイルが使用されますが、これは空で
す。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

始める前に

1

2

始める前に
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KDC構成ファイル (kdc.conf)を編集します。
行を追加して、サービスで辞書ファイルが使用されるようにする必要がありま
す。この例では、spellユーティリティーに含まれる辞書を使用します。構成ファイ
ルの詳細は、kdc.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf

[kdcdefaults]

kdc_ports = 88,750

[realms]

EXAMPLE.COM = {

profile = /etc/krb5/krb5.conf

database_name = /var/krb5/principal

acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl

kadmind_port = 749

max_life = 8h 0m 0s

max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

sunw_dbprop_enable = true

sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000

dict_file = /usr/share/lib/dict/words

}

Kerberosデーモンを再起動します。
kdc1 # svcadm restart -r network/security/krb5kdc

kdc1 # svcadm restart -r network/security/kadmin

1

2
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Kerberosエラーメッセージとトラブル
シューティング

この章では、Kerberosサービスを使用するときに発生するエラーメッセージの解決
策を説明します。また、さまざまな問題のトラブルシューティングのヒントについ
ても説明します。次に、この章で説明するエラーメッセージとトラブル
シューティング方法の一覧を示します。

■ 461ページの「SEAMツールのエラーメッセージ」
■ 462ページの「Kerberos共通エラーメッセージ (A - M)」
■ 474ページの「Kerberos共通エラーメッセージ (N - Z)」
■ 479ページの「krb5.confファイルの書式の問題」
■ 479ページの「Kerberosデータベースの伝播の問題」
■ 480ページの「Kerberos NFSファイルシステムのマウントの問題」
■ 481ページの「rootユーザーの認証の問題」
■ 481ページの「GSS資格のUNIX資格へのマッピングの監視」

Kerberosのエラーメッセージ
このセクションでは、Kerberosのエラーメッセージ、エラーの発生原因、およびそ
の対処方法について説明します。

SEAMツールのエラーメッセージ

Unable to view the list of principals or policies; use the Name field. (主体また
はポリシーのリストにアクセスできません。「名前」フィールドを使用してくださ
い。)

原因:ログインに使用した admin主体には、Kerberos ACLファイル (kadm5.acl)の一
覧表示特権 (l)がありません。このため、主体リストおよびポリシーリストを表
示できません。
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対処方法:主体名およびポリシー名を「名前 (Name)」フィールドに入力するか、適
切な特権を持つ主体を使用してログインする必要があります。

JNI: Java array creation failed

JNI: Java class lookup failed

JNI: Java field lookup failed

JNI: Java method lookup failed

JNI: Java object lookup failed

JNI: Java object field lookup failed

JNI: Java string access failed

JNI: Java string creation failed

原因: SEAMツール (gkadmin)で使用される Java Native Interfaceで重大な問題が発生
しました。

対処方法: gkadminを終了して再起動してください。それでも問題が解決しない場
合は、バグを報告してください。

Kerberos共通エラーメッセージ (A - M)
このセクションでは、Kerberosコマンド、Kerberosデーモン、PAMフレーム
ワーク、GSSインタフェース、NFSサービス、およびKerberosライブラリに共通する
エラーメッセージを、英語版メッセージのアルファベット順 (A - M)に示します。

All authentication systems disabled; connection refused (すべての認証システム
が無効です。接続が拒否されました。)

原因:このバージョンの rlogindは認証メカニズムをサポートしていません。

対処方法: rlogindの起動時に -kオプションが指定されていることを確認してくだ
さい。

Another authentication mechanism must be used to access this host (このホストに
アクセスするには、別の認証メカニズムを使用する必要があります。)

原因:認証を実行できませんでした。

対処方法:クライアントがKerberos V5メカニズムを使って認証を行なっていること
を確認してください。

Authentication negotiation has failed, which is required for encryption. Good

bye. (暗号化に必要となる認証のネゴシエーションが失敗しました。処理を中断しま
す。)

原因:認証で、サーバーとのネゴシエーションが失敗しました。
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対処方法: telnetと toggle authdebugコマンドを実行して認証デバッグ機能を開始
し、そのデバッグメッセージからさらなる手掛かりを得てください。また、所有
している資格が有効であることも確認してください。

Bad krb5 admin server hostname while initializing kadmin interface (kadmin イン
タフェースを初期化中に、krb5 admin サーバーホスト名が無効です。)

原因: krb5.confファイルの admin_serverに、無効なホスト名が構成されていま
す。

対処方法: krb5.confファイルの admin_server行に、マスターKDCの正しいホスト
名を指定してください。

Bad lifetime value (有効期限値が無効です。)

原因:指定した有効期限値が無効または間違った形式です。

対処方法:指定した値が、kinit(1)のマニュアルページの時間形式のセクションに
適合していることを確認してください。

Bad start time value (開始時間の値が無効です。)

原因:指定した開始時間が無効または間違った形式です。

対処方法:指定した値が、kinit(1)のマニュアルページの時間形式のセクションに
適合していることを確認してください。

Cannot contact any KDC for requested realm (要求されたレルムの KDC に接続できま
せん。)

原因:要求されたレルムのKDCが応答しません。

対処方法: 1つ以上のKDC (マスターまたはスレーブ)にアクセスできること、また
は krb5kdcデーモンがKDC上で動作していることを確認してくださ
い。/etc/krb5/krb5.confファイルに指定されている構成済みの KDC (kdc =
kdc-name)を確認してください。

Cannot determine realm for host: host is ’hostname ’ (ホストのレルムを判断でき
ません: ホストは ’hostname’ です。)

原因: Kerberosがホストのレルム名を判断できません。

対処方法:デフォルトのレルム名を指定するか、Kerberos構成ファイル (krb5.conf)
にドメイン名のマッピングを設定してください。
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Cannot find a kadmin KDC entry in krb5.conf(4) or DNS Service Location records

for realm ’realmname’ (krb5.conf(4) 内に kadmin KDC エントリが見つからない
か、レルム ’realmname’ の DNS サービスロケーションレコードが見つかりません。)

Cannot find a kpassword KDC entry in krb5.conf(4) or DNS Service Location records

for realm ’realmname’ (krb5.conf(4) 内に kpassword KDC エントリが見つからない
か、レルム ’realmname’ の DNS サービスロケーションレコードが見つかりません。)

Cannot find a kpassword KDC entry in krb5.conf(4) or DNS Service Location records

for realm ’realmname’ (krb5.conf(4) 内にマスター KDC エントリが見つからない
か、レルム ’realmname’ の DNS サービスロケーションレコードが見つかりません。)

Cannot find a kpassword KDC entry in krb5.conf(4) or DNS Service Location records

for realm ’realmname’ (krb5.conf(4) 内に KDC エントリが見つからないか、レルム
’realmname’ の DNS サービスロケーションレコードが見つかりません。)

原因: krb5.confファイルまたはDNSサーバーレコードのどちらかが正しく構成さ
れていません。

対処方法: Kerberos構成ファイル (/etc/krb5/krb5.conf)またはKDCのDNS
サーバーレコードが適切に構成されていることを確認してください。

Cannot find address for ’hostname’: ’error-string ’ (’hostname’ のアドレスが見つか
りません: ’error-string’)

原因:指定されたホスト名のDNSレコード内にアドレスが見つかりません。

対処方法: DNS内のホストレコードを修正するか、DNS検索プロセス内のエラーを
訂正してください。

Cannot find KDC for requested realm (要求されたレルムの KDC が見つかりませ
ん。)

原因:要求されたレルムにKDCが見つかりません。

対処方法: Kerberos構成ファイル (krb5.conf)の realmセクションにKDCが指定され
ていることを確認してください。

cannot initialize realm realm-name (レルム realm-name を初期化できません。)

原因: KDCに stashファイルが存在しない可能性があります。

対処方法: KDCに stashファイルが存在することを確認してください。存在しない
場合は、kdb5_utilコマンドを使用して stashファイルを作成し、再度 krb5kdcコ
マンドを実行します。

Cannot resolve KDC for requested realm (要求されたレルムの KDC を解決できませ
ん。)

原因: KerberosがレルムのKDCを判断できません。

対処方法: Kerberos構成ファイル (krb5.conf)の realmセクションにKDCが指定され
ていることを確認してください。
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Cannot resolve network address for KDCs ’hostname ’ discovered via DNS Service

Location records for realm ’realm-name’ (レルム ’realm-name’ の DNS サービスロ
ケーションレコードを介して検出された KDC の ’hostname’ のネットワークアドレス
を解決できません。)

Cannot resolve network address for KDCs ’hostname’ specified in krb5.conf(4) for

realm ’realm-name’ (レルム ’realm-name’ の krb5.conf(4) 内に指定された KDC の
’hostname’ のネットワークアドレスを解決できません。)

原因: krb5.confファイルまたはDNSサーバーレコードのどちらかが正しく構成さ
れていません。

対処方法: Kerberos構成ファイル (/etc/krb5/krb5.conf)およびKDCのDNS
サーバーレコードが適切に構成されていることを確認してください。

Cannot reuse password (パスワードは再利用できません。)

原因:指定したパスワードは、以前にこの主体によって使用されています。

対処方法:以前に使用されたことのないパスワードを選択してください。少なくと
もKDCデータベースに主体ごとに保持されている数のパスワードは、選択しな
いでください。このポリシーは、主体のポリシーによって適用されます。

Can’t get forwarded credentials (転送された資格を取得できません。)

原因:資格の転送ができません。

対処方法:この主体に転送可能な資格を設定してください。

Can’t open/find Kerberos configuration file (Kerberos 構成ファイルを開けません
/ 見つかりません。)

原因: Kerberos構成ファイル (krb5.conf)を使用できませんでした。

対処方法: krb5.confファイルが、正しい場所に配置されていることを確認してく
ださい。また、このファイルに正しいアクセス権が与えられていることを確認し
てください。このファイルに対する書き込み権は root、読み込み権はすべての
ユーザーに与える必要があります。

Client ’principal’ not found in Kerberos database (クライアントの ’principal’ が
Kerberos データベース内に見つかりません。)

原因:その主体がKerberosデータベースからなくなっています。

対処方法:そのクライアント主体をKerberosデータベースに追加してください。

Client ’principal ’ pre-authentication failed (クライアントの ’principal’ の事前
認証に失敗しました。)

原因:その主体の認証に失敗しました。

対処方法:ユーザーが正しいパスワードを使用していることを確認してください。
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Client did not supply required checksum--connection rejected (必要なチェックサ
ム情報がクライアントから提供されませんでした。接続が拒否されました。)

原因:チェックサム付き認証で、クライアントとのネゴシエーションに失敗しまし
た。クライアントが、初期接続をサポートしない旧Kerberos V5プロトコルを使用
している可能性があります。

対処方法:クライアントが、初期接続をサポートするKerberos V5プロトコルを使用
していることを確認してください。

Client/server realm mismatch in initial ticket request: ’client-principal’
requesting ticket ’ service-principal’ (初期チケット要求でクライアントと
サーバーのレルムが一致していません: ’client-principal’ がチケット
’service-principal’ を要求しています。)

原因:初期チケット要求で、クライアントとサーバーのレルムが一致していませ
ん。

対処方法:通信しているサーバーがクライアントと同じレルムに配置されているこ
と、またはレルム構成が正しいことを確認してください。

Client or server has a null key (クライアントまたはサーバーの鍵が空です。)

原因:クライアントまたはサーバーの鍵が空です。

対処方法: kadminの cpwコマンドを使用して、主体の鍵の値を入力してください。

Clock skew too great: ’client’ requesting ticket ’service-principal’ from KDC

’KDC-hostname’ (KDC-time). Skew is value (クロックスキューが大きすぎます:

’client’ が KDC ’KDC-hostname’ からチケット ’service-principal’ を要求していま
す (’KDC-time’)。スキューは value です。)

Clock skew too great: ’client’ AP request with ticket for ’service-principal’. Skew is

value (allowable value) (クロックスキューが大きすぎます: ’client’ の AP 要求に
’service-principal’ のチケットが含まれています。スキューは value です (許容値
value)。)

原因:クライアントで報告される時間と、KDCサーバーまたはアプリケーション
サーバーで報告される時間との差が大きすぎます。

対処方法:クロックを同期された状態に保つようにNetwork Time Protocol (NTP)を
構成してください。詳細については、434ページの「KDCとKerberosクライアン
トのクロックの同期化」を参照してください。

Communication failure with server while initializing kadmin interface (kadmin イ
ンタフェースを初期化中に、サーバーとの通信の失敗です。)

原因:管理サーバーとして指定したホスト (マスターKDC)上で、kadmindデーモン
が動作していません。
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対処方法:マスターKDCに正しいホスト名が指定されていることを確認してくださ
い。ホスト名が正しい場合は、指定したマスターKDC上で kadmindが動作してい
ることを確認してください。

Credentials cache file permissions incorrect (資格キャッシュファイルのアクセス
権が正しくありません。)

原因:資格キャッシュ (/tmp/krb5cc_uid)に対する読み取り権または書き込み権が適
切ではありません。

対処方法:資格キャッシュに対する読み取り権および書き込み権があることを確認
してください。

Credentials cache I/O operation failed XXX (資格キャッシュ入出力操作が失敗し
ました。XXX)

原因:システムの資格キャッシュ (/tmp/krb5cc_uid)に書き込むときに、Kerberosで
問題が発生しました。

対処方法:資格キャッシュが削除されていないことを確認し、dfコマンドを使用し
てデバイスの空き領域を確認してください。

Decrypt integrity check failed (復号化で整合性チェックが失敗しました。)

原因:チケットが無効である可能性があります。

対処方法:次の条件をいずれも確認してください。

■ 資格が有効であることを確認してください。kdestroyを使用してチケットを
破棄し、kinitを使用して新しいチケットを作成します。

■ 対象ホストのキータブファイルに対して、正しいバージョンのサービス鍵が割
り当てられていることを確認してください。kadminを使用して、Kerberos
データベースのサービス主体 (host/FQDN-hostnameなど)の鍵バージョン番号
を表示します。対象ホスト上で klist -kを使用して、鍵バージョン番号がその
番号であることも確認してください。

Decrypt integrity check failed for client ’principal’ and server ’hostname’ (ク
ライアント ’principal’ およびサーバー ’hostname’ で復号化の整合性チェックに失
敗しました。)

原因:チケットが無効である可能性があります。

対処方法:資格が有効であることを確認してください。kdestroyコマンドを使用し
てチケットを破棄し、kinitコマンドを使用して新しいチケットを作成します。

Encryption could not be enabled. Good bye. (暗号化を有効化できませんでした。処
理を中止します。)

原因:暗号化で、サーバーとのネゴシエーションに失敗しました。
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対処方法: telnetと toggle encdebugコマンドを実行して認証デバッグ機能を開始
し、そのデバッグメッセージからさらなる手掛かりを得てください。

Failed to find realm for principal in keytab (キータブ内に principal のレルムを見
つけられませんでした。)

原因: principalに含まれているレルム名が、キータブファイルに格納されている主
体のレルム名と一致しません。

対処方法:それらの主体が正しいレルムを使用していることを確認してください。

failed to obtain credentials cache (資格キャッシュを取得できませんでした。)

原因: kadminの初期化中に、kadminが admin主体の資格を取得しようとしました
が、失敗しました。

対処方法: kadminを実行したときに、正しい主体とパスワードを使用したことを確
認してください。

Field is too long for this implementation (この実装ではフィールドが長すぎま
す。)

原因: Kerberosアプリケーションから送信されたメッセージのサイズが長すぎま
す。このエラーは、トランスポートプロトコルがUDPの場合に発生しま
す。UDPでは、デフォルトの最大メッセージ長は 65535バイトです。ま
た、Kerberosサービスから送信されるプロトコルメッセージの各フィールドにも
制限があります。

対処方法: KDCサーバーの /etc/krb5/kdc.confファイルでトランスポートをUDP
に制限していないことを確認してください。

GSS-API (or Kerberos) error (GSS-API (または Kerberos) エラー)

原因:このメッセージは、汎用GSS-APIまたはKerberosのエラーメッセージで、い
くつかの問題の組み合わせによって発生した可能性があります。

対処方法: /var/krb5/kdc.logファイルを確認して、このエラーが発生したときに詳
細なエラーメッセージが記録されているかどうかを確認してください。

Hostname cannot be canonicalized for ’hostname ’: ’error-string’ (’hostname’ のホス
ト名を正規化できません: ’error-string’。)

原因: Kerberosクライアントがそのサーバーの完全修飾ホスト名を見つけることが
できません。

対処方法:このサーバーホスト名がDNSに定義されていることと、ホスト名からア
ドレスへのマッピングおよびアドレスからホスト名へのマッピングに一貫性があ
ることを確認してください。
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Illegal cross-realm ticket (レルム間のチケットが無効です。)

原因:送信されたチケットのレルム間関係が正しくありません。レルム間に正しい
信頼関係が設定されていない可能性があります。

対処方法:使用しているレルム間の信頼関係が正しいことを確認してください。

Improper format of Kerberos configuration file (Kerberos 構成ファイルの
フォーマットが不適切です。)

原因: Kerberos構成ファイルに無効なエントリがあります。

対処方法: krb5.confファイル内のすべての関係式に、=記号と値が使用されている
ことを確認してください。また、各下位セクションが角カッコで囲まれているこ
とも確認してください。

Inappropriate type of checksum in message (メッセージのチェックサムのタイプが
不適切です。)

原因:このメッセージに無効なチェックサムタイプが含まれています。

対処方法: krb5.confおよび kdc.confファイルに指定されているチェックサムタイ
プが有効であることを確認してください。

Incorrect net address (ネットアドレスが間違っています。)

原因:ネットワークアドレスが一致しません。転送されたチケット内のネット
ワークアドレスが、チケットが処理されたときのネットワークアドレスと一致し
ません。このメッセージは、チケットの転送時に発生します。

対処方法:ネットワークアドレスが正しいことを確認してください。kdestroyを使
用してチケットを破棄し、kinitを使用して新しいチケットを作成します。

Invalid credential was supplied (無効な資格が指定されました。)

Service key not available (サービス鍵が使用できません。)

原因:資格キャッシュ内のサービスチケットが間違っている可能性があります。

対処方法:現在の資格キャッシュを破棄して、このサービスを使用する前に kinit

を再実行してください。

Invalid flag for file lock mode (ファイルロックモードのフラグが無効です。)

原因: Kerberosの内部エラーが発生しました。

対処方法:バグを報告してください。

Invalid message type specified for encoding (エンコードに対し無効なメッセージ
タイプが指定されました。)

原因: Kerberosアプリケーションから送信されたメッセージ形式を、Kerberosが認
識できません。
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対処方法:使用するサイトまたはベンダーで開発したKerberosアプリケーションを
使用している場合は、Kerberosが正しく使用されていることを確認してくださ
い。

Invalid number of character classes (文字クラス数が正しくありません。)

原因:主体に指定したパスワードに、主体のポリシーによって適用された数のパス
ワードクラスが含まれていません。

対処方法:ポリシーに指定されている最小パスワードクラス数を使用して、パス
ワードを指定してください。

KADM err: Memory allocation failure (KADM エラー: メモリー割り当ての失敗で
す。)

原因: kadminの実行に必要なメモリーが不足しています。

対処方法:メモリーを解放してから、kadminを再実行してください。

kadmin: Bad encryption type while changing host/FQDN’s key (host/FQDN の鍵の変
更中に不正な暗号化タイプが見つかりました。)

原因:新しいリリースの基本リリースには、デフォルトの暗号化タイプが追加され
ました。以前のバージョンのソフトウェアを実行しているKDCがサポートしな
い暗号化タイプをクライアントが要求する場合があります。

対処方法:この問題を解決するための対処方法がいくつか用意されていま
す。もっとも簡単に実行できる方法を次に示します。

1. SUNWcryおよび SUNWcryrパッケージをKDCサーバーに追加します。これに
より、KDCがサポートする暗号化タイプの数が増えます。

2. aes256暗号化タイプを含まないように、クライアント上の krb5.confの
permitted_enctypesを設定します。この手順は、新しいクライアントが追加さ
れるごとに実行する必要があります。

KDC can’t fulfill requested option (KDC は要求したオプションを処理できませ
ん。)

原因:要求されたオプションをKDCが許可しませんでした。遅延または転送可能
オプションが要求されましたが、KDCが許可しませんでした。または、TGTの
更新が要求されましたが、更新可能なTGTが存在しない可能性があります。

対処方法: KDCが許可しないオプションまたは使用できない種類のチケットを要求
していないかどうかを確認してください。

KDC policy rejects request (KDC ポリシーは要求を拒否します。)

原因: KDCポリシーが要求を許可しませんでした。たとえば、KDCに対する要求
に IPアドレスが含まれていないことがあります。あるいは、要求は転送された
が、KDCが許可しなかった可能性があります。
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対処方法:正しいオプションを指定して kinitを実行していることを確認してくだ
さい。必要に応じて、主体に関連付けられたポリシーを変更するか、要求が許可
されるように主体の属性を変更します。ポリシーまたは主体を変更するに
は、kadminを使用します。

KDC reply did not match expectation: KDC not found. Probably got an unexpected

realm referral (KDC の応答が期待したものと一致しませんでした。KDC が見つかり
ません。おそらく予期しないレルムのリフェラルを受け取りました。)

原因: KDCの応答に予期した主体名が含まれていないか、応答内のその他の値が
正しくありません。

対処方法:通信先のKDCがRFC4120に準拠していること、送信している要求が
Kerberos V5要求であること、およびKDCが利用可能であることを確認してくだ
さい。

kdestroy:Could not obtain principal name from cache (キャッシュから主体名を取
得できません。)

原因:資格キャッシュが欠落しているか、または破壊されています。

対処方法:指定したキャッシュ位置が正しいことを確認してください。必要に応じ
て、kinitを使用して削除し、新しいTGTを取得してください。

kdestroy:Could not obtain principal name from cache (キャッシュの破棄中に資格
キャッシュが見つかりませんでした。)

原因:資格キャッシュ (/tmp/krb5c_uid)が欠落しているか、または破壊されていま
す。

対処方法:指定したキャッシュ位置が正しいことを確認してください。必要に応じ
て、kinitを使用して削除し、新しいTGTを取得してください。

kdestroy:Could not obtain principal name from cache (TGT 期限切れの警告が削除さ
れません。)

原因:資格キャッシュが欠落しているか、または破壊されています。

対処方法:指定したキャッシュ位置が正しいことを確認してください。必要に応じ
て、kinitを使用して削除し、新しいTGTを取得してください。

Kerberos authentication failed (Kerberos 認証に失敗しました。)

原因: Kerberosパスワードが正しくないか、またはUNIXパスワードと一致してい
ません。

対処方法:パスワードが一致していない場合は、Kerberos認証に成功する別のパス
ワードを指定する必要があります。ユーザーが元のパスワードを忘れた可能性が
あります。
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Kerberos V5 refuses authentication (Kerberos V5 によって認証が拒否されまし
た。)

原因:認証で、サーバーとのネゴシエーションが失敗しました。

対処方法: telnetと toggle authdebugコマンドを実行して認証デバッグ機能を開始
し、そのデバッグメッセージからさらなる手掛かりを得てください。また、所有
している資格が有効であることも確認してください。

Key table entry not found (鍵テーブルエントリが見つかりません。)

原因:ネットワークアプリケーションサーバーのキータブファイルに、サービス主
体のエントリがありません。

対処方法:サーバーのキータブファイルに適切なサービス主体を追加し
て、Kerberosサービスを提供できるようにしてください。

Key table file ’filename’ not found (鍵テーブルファイル ’filename’ が見つかりま
せん。)

原因:指定された鍵テーブルファイルが存在しません。

対処方法:鍵テーブルファイルを作成してください。

Key version number is not available for principal principal (鍵バージョン number

が主体 principal に使用できません。)

原因:鍵の鍵バージョンが、アプリケーションサーバー上の鍵のバージョンに一致
しません。

対処方法: klist -kコマンドを使用してアプリケーションサーバー上の鍵の
バージョンを確認してください。

Key version number for principal in key table is incorrect (鍵テーブルの主体の
鍵バージョン番号が正しくありません。)

原因:キータブファイルとKerberosデータベース内の主体の鍵バージョンが異なり
ます。サービスの鍵が変更されたか、旧サービスチケットを使用している可能性
があります。

対処方法: kadminなどによってサービスの鍵が変更されている場合は、新しい鍵を
抽出して、サービスが動作しているホストのキータブファイルに格納する必要が
あります。

または、旧サービスチケットを使用しているため、鍵が古い可能性がありま
す。kdestroyコマンドを実行し、次に kinitコマンドを再度実行してください。

kinit: gethostname failed (gethostname が失敗しました。)

原因:ローカルネットワーク構成でのエラーは、kinitが失敗する原因になりま
す。
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対処方法:ホストが正しく構成されていることを確認してください。

login: load_modules: can not open module /usr/lib/security/pam_krb5.so.1

(load_modules: /usr/lib/security/pam_krb5.so.1 モジュールを開けません。)

原因: Kerberos PAMモジュールが存在しないか、有効な実行可能バイナリではあり
ません。

対処方法: Kerberos PAMモジュールが /usr/lib/securityディレクトリに存在
し、有効な実行可能バイナリであることを確認してください。ま
た、/etc/pam.confファイルに pam_krb5.so.1への正しいパスが指定されているこ
とも確認してください。

Looping detected getting initial creds: ’client-principal’ requesting ticket

’service-principal’. Max loops is value. Make sure a KDC is available. (最初の資格の
取得中にループが検出されました: ’client-principal’ がチケット
’service-principal’ を要求しています。最大ループ回数は value です。KDC が利用
可能であることを確認してください。)

原因: Kerberosが初期チケットを複数回取得しようとしましたが、失敗しました。

対処方法:認証要求に対して 1つ以上のKDCが応答していることを確認してくださ
い。

Master key does not match database (マスター鍵がデータベースと一致しません。)

原因:読み込まれたデータベースのダンプが、マスター鍵を含むデータベースから
作成されませんでした。マスター鍵は /var/krb5/.k5.REALM内に格納されていま
す。

対処方法:読み込まれたデータベースダンプ内のマスター鍵
が、/var/krb5/.k5.REALMに配置されているマスター鍵と一致していることを確
認してください。

Matching credential not found (一致する資格が見つかりません。)

原因:要求に一致する資格が見つかりませんでした。資格キャッシュで使用できな
い資格を要求しています。

対処方法: kdestroyを使用してチケットを破棄し、kinitを使用して新しいチ
ケットを作成します。

Message out of order (メッセージの順序が違います。)

原因:順次送信されたメッセージが順不同で着信しました。一部のメッセージが転
送中に失われました。

対処方法: Kerberosセッションを再度初期化してください。
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Message stream modified (メッセージストリームが変更されました。)

原因:計算されたチェックサムとメッセージのチェックサムが一致しませんでし
た。転送中のメッセージが変更された可能性があります。セキュリティー侵害が
発生している可能性があります。

対処方法:メッセージがネットワーク経由で正しく送信されていることを確認して
ください。このメッセージが送信中に改変された可能性もあるため、kdestroyを
使用してチケットを破棄し、使用しているKerberosサービスを再度初期化してく
ださい。

Kerberos共通エラーメッセージ (N - Z)
このセクションでは、Kerberosコマンド、Kerberosデーモン、PAMフレーム
ワーク、GSSインタフェース、NFSサービス、およびKerberosライブラリに共通する
エラーメッセージを、英語版メッセージのアルファベット順 (N - Z)に示します。

No credentials cache file found (資格キャッシュファイルが見つかりません。)

原因: Kerberosが資格キャッシュ (/tmp/krb5cc_uid)を見つけることができません。

対処方法:資格ファイルが存在し、読み込み可能であることを確認してくださ
い。存在しない場合は、kinitを再度実行します。

No credentials were supplied, or the credentials were unavailable or

inaccessible (資格が提供されていません。あるいは、資格を使用またはアクセスで
きません。)

No credentials cache found (資格キャッシュが見つかりません。)

原因:ユーザーの資格キャッシュが間違っているか、または存在しません。

対処方法:ユーザーは、サービスを開始する前に、kinitを実行する必要がありま
す。

No credentials were supplied, or the credentials were unavailable or

inaccessible (資格が提供されていません。あるいは、資格を使用またはアクセスで
きません。)

No principal in keytab (’ filename’) matches desired name principal (キータブ
(’filename’) 内の主体が目的の名前 principal と一致しません。)

原因:サーバーの認証を試みている間にエラーが発生しました。

対処方法:ホスト主体またはサービス主体が、サーバーのキータブファイル内にあ
ることを確認してください。

Operation requires “privilege ” privilege (操作には privilege 特権が必要です。)

原因:使用された admin主体に対して、kadm5.aclファイルに構成されている適切
な特権が割り当てられていません。
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対処方法:適切な特権を持つ主体を使用してください。または、kadm5.aclファイ
ルを変更して、使用した主体に適切な特権を割り当てます。通常は、名前の一部
に /adminが含まれる主体には、適切な特権が割り当てられています。

PAM-KRB5 (auth): krb5_verify_init_creds failed: Key table entry not found

(PAM-KRB5 (auth): krb5_verify_init_creds に失敗しました: 鍵テーブルエントリが
見つかりません)

原因:リモートアプリケーションは、ローカル /etc/krb5/krb5.keytabファイル内
にあるホストのサービス主体を読み込もうとしましたが、サービス主体が存在し
ませんでした。

対処方法:ホストのキータブファイルにホストのサービス主体を追加してくださ
い。

Password is in the password dictionary (パスワードはパスワード辞書にありま
す。)

原因:指定したパスワードが使用中のパスワード辞書にすでに存在します。選択し
たパスワードが適切ではありません。

対処方法:パスワードクラスを組み合わせたパスワードを選択してください。

Permission denied in replay cache code (再実行キャッシュコードでアクセス権があ
りません。)

原因:システムの再実行キャッシュを開けませんでした。サーバーは、現在の
ユーザー IDと異なるユーザー IDで最初に実行された可能性があります。

対処方法:再実行キャッシュに適切なアクセス権が割り当てられていることを確認
してください。再実行キャッシュは、Kerberosサーバーアプリケーションが動作
するホストに格納されます。再実行キャッシュファイルは、rootではない
ユーザーの場合は /var/krb5/rcache/rc_service_name_uidという名前です。root
ユーザーの再実行キャッシュは、 /var/krb5/rcache/root/rc_service_nameです。

Protocol version mismatch (プロトコルバージョンが一致していません。)

原因: Kerberos V4要求がKDCに送信された可能性があります。Kerberosサービス
では、Kerberos V5プロトコルだけがサポートされます。

対処方法:アプリケーションがKerberos V5プロトコルを使用していることを確認し
てください。

Request is a replay (要求は再送です。)

原因:この要求は、すでにこのサーバーに送信され、処理が完了しています。チ
ケットが盗まれた可能性があり、ほかのユーザーがチケットを再使用しようとし
ています。

対処方法:しばらくしてから要求を再発行してください。
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Requested principal and ticket don’t match: Requested principal is

’service-principal’ and TGT principal is ’TGT-principal’ (要求された主体とチケット
が一致しません: 要求された主体は ’service-principal’ で、TGT 主体は
’TGT-principal’ です。)

原因:接続するサービス主体と使用するサービスチケットが一致しません。

対処方法: DNSが適切に機能することを確認してください。別のベンダーのソフト
ウェアを使用する場合は、そのソフトウェアが主体名を正しく使用していること
を確認します。

Requested protocol version not supported (要求したプロトコルバージョンはサ
ポートされていません。)

原因: Kerberos V4要求がKDCに送信された可能性があります。Kerberosサービス
では、Kerberos V5プロトコルだけがサポートされます。

対処方法:アプリケーションがKerberos V5プロトコルを使用していることを確認し
てください。

Service key service-principal not available (サービス鍵 service-principal が使用で
きません。)

原因:指定されたサービス主体がアプリケーションサーバーのキータブファイル内
にありません。

対処方法:サービス主体が一致するか、またはアプリケーションサーバーのキータ
ブファイルに含まれていることを確認してください。

Server refused to negotiate authentication, which is required for encryption.

Good bye.

原因:リモートアプリケーションは、クライアントからのKerberos認証を受け取る
ことができないか、またはそのように構成されていません。

対処方法:認証をネゴシエーションできるアプリケーションを提供するか、認証を
有効にする適切なフラグを使用してアプリケーションを構成します。

Server refused to negotiate encryption. Good bye.

原因:暗号化で、サーバーとのネゴシエーションに失敗しました。

対処方法: telnetと toggle encdebugコマンドを実行して認証デバッグ機能を開始
し、そのデバッグメッセージからさらなる手掛かりを得てください。

Server rejected authentication (during sendauth exchange) (サーバーが認証を拒否
しました (sendauth 交換で)。)

原因:通信しようとしているサーバーが認証を拒否しました。ほとんどの場合、こ
のエラーはKerberosデータベースを伝播するときに発生します。kpropd.acl

ファイル、DNS、またはキータブファイルに問題が発生している可能性がありま
す。
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対処方法: kprop以外のアプリケーションを実行しているときにこのエラーが発生
した場合は、サーバーのキータブファルが正しいかどうかを調査してください。

Server service-principal not found in Kerberos database (サーバーの
service-principal が Kerberos データベース内に見つかりません。)

原因:サービス主体が正しくないか、または主体データベースからなくなっていま
す。

対処方法:サービス主体が正しいことと、それがデータベース内にあることを確認
してください。

Target name principal ’principal’ does not match service-principal (ターゲット名の主
体 ’principal’ が service-principal と一致しません。)

原因:使用されているサービス主体が、アプリケーションサーバーで使用している
サービス主体と一致しません。

対処方法:アプリケーションサーバーで、サービス主体がキータブファイルに含ま
れていることを確認してください。クライアントでは、正しいサービス主体が使
用されていることを確認してください。

The ticket isn’t for us (チケットはわれわれのものではありません。)

Ticket/authenticator don’t match (チケット/ オーセンティケータが一致しませ
ん。)

原因:チケットとオーセンティケータが一致しません。要求内の主体名がサービス
主体の名前と一致しなかった可能性があります。その原因は、サービスが非
FQDN名を期待しているときにチケットが主体の FQDN名とともに送信された
か、またはサービスが FQDN名を期待しているときに非 FQDN名が送信されたか
のいずれかです。

対処方法: kprop以外のアプリケーションを実行しているときにこのエラーが発生
した場合は、サーバーのキータブファルが正しいかどうかを調査してください。

Ticket expired (チケットの有効期限が切れました。)

原因:チケットが期限切れになっています。

対処方法: kdestroyを使用してチケットを破棄し、kinitを使用して新しいチ
ケットを作成します。

Ticket is ineligible for postdating (チケットには遅延処理の資格がありません。)

原因:この主体は、チケットの遅延を許可していません。

対処方法: kadminを使用して主体を変更し、遅延を許可してください。
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Ticket not yet valid: ’client-principal ’ requesting ticket ’service-principal’ from

’kdc-hostname’ (time). TGT start time is time. (チケットはまだ有効ではありませ
ん: ’client-principal’ がチケット ’service-principal’ を ’kdc-hostname’ から要
求しています (time)。TGT の開始時間は time です。)

原因:遅延チケットはまだ有効ではありません。

対処方法:正しい日付で新しいチケットを作成するか、現在のチケットが有効にな
るまで待ちます。

Truncated input file detected (不完全な入力ファイルを検出しました。)

原因:操作に使用されたデータベースダンプファイルが完全ではありません。

対処方法:ダンプファイルを作成し直すか、別のデータベースダンプファイルを使
用します。

Unable to securely authenticate user ... exit (ユーザーを安全に認証できませ
ん。処理を終了します。)

原因:認証で、サーバーとのネゴシエーションが失敗しました。

対処方法: telnetと toggle authdebugコマンドを実行して認証デバッグ機能を開始
し、そのデバッグメッセージからさらなる手掛かりを得てください。また、所有
している資格が有効であることも確認してください。

Unknown encryption type: name (暗号化タイプが不明です: name。)

原因:資格に付いている暗号化タイプが使用できません。

対処方法: klist -eコマンドを使用して、クライアントが使用している暗号化タイ
プを確認してください。アプリケーションサーバーがいずれか 1つ以上の暗号化
タイプをサポートしていることを確認してください。

Wrong principal in request (要求した主体は正しくありません。)

原因:チケットの主体名が無効です。DNSまたは FQDNの問題が発生している可能
性があります。

対処方法:サービスの主体とチケットの主体が一致していることを確認してくださ
い。

Kerberosのトラブルシューティング
このセクションでは、Kerberosソフトウェアのトラブルシューティングについて説
明します。
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▼ 鍵バージョン番号の問題を特定する方法
KDCで使用される鍵バージョン番号 (KVNO)と、システム上でホストされるサービ
スの /etc/krb5/krb5.keytabに格納されているサービス主体鍵が一致しないことがあ
ります。KDCで新しい鍵セットを作成したときにそれらの新しい鍵でキータブ
ファイルを更新しないと、KVNOが同期しなくなることがあります。この問題
は、次の手順を使用することで診断できます。

keytabエントリを一覧表示します。
この一覧に主体ごとのKVNOが含まれています。
# klist -k

Keytab name: FILE:/etc/krb5/krb5.keytab

KVNO Principal

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

2 host/denver.example.com@EXAMPLE.COM

2 host/denver.example.com@EXAMPLE.COM

2 host/denver.example.com@EXAMPLE.COM

2 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

2 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

2 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

2 nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM

host鍵を使用して、最初の資格を取得します。
# kinit -k

KDCで使用されるKVNOを確認します。
# kvno nfs/denver.example.com

nfs/denver.example.com@EXAMPLE.COM: kvno = 3

ここに示されているKVNOは 2ではなく 3です。

krb5.confファイルの書式の問題
krb5.confファイルが正しくフォーマットされない場合は、次のエラーメッセージが
端末ウィンドウに表示されるか、またはログファイルに記録されることがありま
す。

Improper format of Kerberos configuration file while initializing krb5 library

krb5.confファイルの書式に問題があると、関連するサービスが攻撃を受けやすくな
る可能性があります。この問題を修正しないと、Kerberos機能を使用できません。

Kerberosデータベースの伝播の問題
Kerberosデータベースの伝播が失敗した場合、スレーブKDCとマスターKDCとの間
で、およびマスターKDCからスレーブKDCサーバーへ、/usr/bin/rlogin -xを試し
てみてください。

1

2

3
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KDCがアクセスを制限するように設定されていた場合、 rloginが無効となり、この
コマンドを使って問題をトラブルシューティングすることができません。KDCで
rloginを有効にするには、ekloginサービスを有効にする必要があります。

# svcadm enable svc:/network/login:eklogin

問題のトラブルシューティングを完了したあと、ekloginサービスを無効にする必要
があります。

rloginが正常に動作しなかった場合、問題の原因はKDCのキータブファイルにある
可能性が高くなります。rloginが正常に動作した場合、問題の原因はキータブ
ファイルやネームサービスにはありません。というのも、rloginと伝播ソフト
ウェアは同じ host/host-name主体を使用しているからです。この場合、kpropd.acl

ファイルが正しいことを確認してください。

Kerberos NFSファイルシステムのマウントの問題
■ Kerberos NFSファイルシステムのマウントに失敗した場合には、NFSサーバーに

/var/rcache/rootファイルが存在することを確認してください。ファイルシステ
ムの所有者が rootでない場合は、削除してから再度マウントします。

■ Kerberos NFSファイルシステムへのアクセスに問題がある場合は、使用するシス
テムとNFSサーバー上で gssdサービスが有効になっていることを確認してくださ
い。

■ Kerberos NFSファイルシステムにアクセスしようとしたときに invalid argument

または bad directoryのエラーメッセージが表示された場合は、NFSファイルシ
ステムをマウントするときに完全指定形式のDNS名を使用していない可能性があ
ります。マウントされているホストが、サーバーのキータブファイル内のサービ
ス主体名に含まれるホスト名と一致していません。

また、複数の Ethernetインタフェースを実装したサーバーにDNSを設定するとき
に、ホスト単位に複数のアドレスレコードを割り当てずに、インタフェース単位
に名前を割り当てた場合にも、この問題が発生します。Kerberosサービスの場合
は、次のようにホスト単位に複数のアドレスレコードを設定する必要がありま
す。1 :

my.host.name. A 1.2.3.4

A 1.2.4.4

A 1.2.5.4

my-en0.host.name. A 1.2.3.4

my-en1.host.name. A 1.2.4.4

my-en2.host.name. A 1.2.5.4

4.3.2.1 PTR my.host.name.

1 Ken Hornstein, "Kerberos FAQ," [http://www.cmf.nrl.navy.mil/CCS/people/kenh/kerberos-faq.html#kerbdns], accessed 10 March 2010.
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4.4.2.1 PTR my.host.name.

4.5.2.1 PTR my.host.name.

この例の設定では、インタフェースごとに 1つの参照が割り当てられます。ま
た、サーバーのキータブファイル内で、3つのサービス主体の代わりに、1つの
サービス主体を使用できます。

rootユーザーの認証の問題
使用するシステムのスーパーユーザーになるときの認証に失敗し、ホストのキータ
ブファイルに root主体がすでに追加されている場合は、2つの問題を確認する必要
があります。まず、キータブファイル内の root主体が、そのインスタンスとして完
全指定形式名であることを確認します。完全指定形式名の場合は、/etc/resolv.conf

ファイルを確認して、システムがDNSクライアントとして正しく設定されているこ
とを確認してください。

GSS資格のUNIX資格へのマッピングの監視
資格マッピングをモニターするには、最初に、/etc/gss/gsscred.confファイルの次
の行をコメント解除します。

SYSLOG_UID_MAPPING=yes

次に、gssdサービスに/etc/gss/gsscred.confファイルから情報を取得するように指
示します。

# pkill -HUP gssd

これで、gssdが資格マッピングを要求するときにそれをモニターできるようになり
ます。syslog.confファイルが debug重要度を扱う authシステム機能用に構成されて
いる場合、それらのマッピングは syslogdによって記録されます。

KerberosサービスでのDTraceの使用
Kerberosメカニズムは、さまざまなプロトコルメッセージを複号化するための各種
のDTraceプローブをサポートしています。これらのプローブに
は、KRB_AP_*、KRB_KDC_*、KRB_CRED、KRB_ERROR、KRB_PRIV、KRB_SAFE、および一般
的なメッセージング情報が含まれます。これにより、特権ユーザーは暗号化されて
いないKerberosやアプリケーションデータを容易に調査できるため、ほかのプロト
コルインスペクタに対する明確な優位性が提供されます。

次の例は、クライアントによってどのような事前認証が選択されるかを示していま
す。最初の手順では、次のようにDTraceスクリプトを作成します。
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cat krbtrace.d

kerberos$target:::krb_message-recv

{

printf("<- krb message recved: %s\n", args[0]->krb_message_type);

printf("<- krb message remote addr: %s\n", args[1]->kconn_remote);

printf("<- krb message ports: local %d remote %d\n",
args[1]->kconn_localport, args[1]->kconn_remoteport);

printf("<- krb message protocol: %s transport: %s\n",
args[1]->kconn_protocol, args[1]->kconn_type);

}

kerberos$target:::krb_message-send

{

printf("-> krb message sent: %s\n", args[0]->krb_message_type);

printf("-> krb message remote addr: %s\n", args[1]->kconn_remote);

printf("-> krb message ports: local %d remote %d\n",
args[1]->kconn_localport, args[1]->kconn_remoteport);

printf("-> krb message protocol: %s transport: %s\n",
args[1]->kconn_protocol, args[1]->kconn_type);

printf("\n");
}

kerberos$target:::krb_kdc_req-make

{

printf("-> krb kdc_req make msg type: %s\n", args[0]->krb_message_type);

printf("-> krb kdc_req make pre-auths: %s\n", args[1]->kdcreq_padata_types);

printf("-> krb kdc_req make auth data: %s\n", args[1]->kdcreq_authorization_data);

printf("-> krb kdc_req make client: %s server: %s\n", args[1]->kdcreq_client,

args[1]->kdcreq_server );

}

kerberos$target:::krb_kdc_req-read

{

/* printf("<- krb kdc_req msg type: %s\n", args[0]->krb_message_type); */

printf("<- krb kdc_req client: %s server: %s\n", args[1]->kdcreq_client,

args[1]->kdcreq_server );

printf("\n");
}

kerberos$target:::krb_kdc_rep-read

{

/* printf("<- krb kdc_rep msg type: %s\n", args[0]->krb_message_type); */

printf("<- krb kdc_rep client: %s server: %s\n", args[1]->kdcrep_client,

args[1]->kdcrep_enc_server );

printf("\n");
}

kerberos$target:::krb_ap_req-make

{

printf("-> krb ap_req make server: %s client: %s\n", args[2]->kticket_server,

args[2]->kticket_enc_client );

}

kerberos$target:::krb_error-read

{

printf("<- krb error code: %s\n", args[1]->kerror_error_code);

printf("<- krb error client: %s server: %s\n", args[1]->kerror_client,

args[1]->kerror_server);

printf("<- krb error e-text: %s\n", args[1]->kerror_e_text);
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printf("\n");
}

次に、次のコマンドを入力することによって、Kerberosシステム上で特権
ユーザーとして krbtrace.dスクリプトを実行します。

# LD_BIND_NOW=1 dtrace -qs krbtrace.d -c "kinit -k"

.

.

-> krb kdc_req make pre-auths: FX_COOKIE(133) ENC_TIMESTAMP(2) REQ_ENC_PA_REP(149)

出力に事前認証のタイプが表示されます。事前認証のさまざまなタイプの詳細
は、RFC 4120を参照してください。
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Kerberos主体とポリシーの管理 (タスク)

この章では、主体とそれに関連するポリシーを管理する手順について説明しま
す。また、ホストのキータブファイルの管理方法についても説明します。

この章は、主体とポリシーを管理する必要のあるユーザーを対象にしています。主
体とポリシーを計画するときの考慮事項など、主体とポリシーについて理解してい
る必要があります。第 19章「Kerberosサービスについて」および第 20章「Kerberos
サービスの計画」をそれぞれ参照してください。

この章で説明する情報は次のとおりです。

■ 485ページの「Kerberos主体とポリシーの管理方法」
■ 486ページの「SEAM Tool」
■ 490ページの「Kerberos主体の管理」
■ 503ページの「Kerberosポリシーの管理」
■ 512ページの「SEAMツール参照」
■ 516ページの「キータブファイルの管理」

Kerberos主体とポリシーの管理方法
マスターKDCのKerberosデータベースには、使用するレルムのKerberos主体、その
パスワード、ポリシーなどの管理情報がすべて含まれています。主体を作成または
削除したり、主体の属性を変更したりするには、kadminまたは gkadminコマンドのい
ずれかを使用します。

kadminコマンドには、対話型のコマンド行インタフェースが用意されています。こ
のインタフェースを使用して、Kerberos主体、ポリシー、およびキータブファイル
を管理することができます。kadminコマンドには、次の 2つの種類があります。

■ kadmin – Kerberos認証を使用して、ネットワーク上の任意の場所から安全に操作
できます

■ kadmin.local –マスターKDC上で直接実行する必要があります
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Kerberosを使用してユーザーを認証する点を除いて、2つの kadminの機能は同じで
す。kadminに必要なデータベースを設定するときは、kadmin.localを使用します。

Oracle Solarisリリースには SEAMツール (gkadmin)も用意されています。これは対話
型のグラフィカルユーザーインタフェース (GUI)で、基本的に kadminコマンドと同
じ機能を持ちます。詳細は、486ページの「SEAM Tool」を参照してください。

SEAM Tool
SEAMツール (gkadmin)は、対話型グラフィカルユーザーインタフェース (GUI)
で、Kerberos主体とポリシーを管理することができます。このツールは、kadminコ
マンドと同じ機能を持ちます。ただし、キータブファイルの管理はサポートしませ
ん。キータブファイルを管理するには、kadminコマンドを使用する必要があります (
516ページの「キータブファイルの管理」を参照)。

kadminコマンドと同様に、SEAM Toolは、Kerberos認証と暗号化されたRPCを使用し
て、ネットワーク上の任意の場所から安全に操作できます。SEAMツールでは、次
の操作を行うことができます。

■ デフォルト値または既存の主体に基づく新しい主体を作成する。
■ 既存のポリシーに基づく新しいポリシーを作成する。
■ 主体のコメントを追加する。
■ 新しい主体を作成するときのデフォルト値を設定する。
■ ツールを終了しないで別の主体としてログインする。
■ 主体一覧とポリシー一覧を印刷または保存する。
■ 主体一覧とポリシー一覧を表示および検索する。

SEAMツールでは、コンテキストヘルプと一般的なオンラインヘルプも利用できま
す。

SEAMツールを使用して実行できる操作について、次のタスクマップで説明しま
す。

■ 490ページの「Kerberos主体の管理 (タスクマップ)」
■ 503ページの「Kerberosポリシーの管理 (タスクマップ)」

また、SEAMツールで指定または表示できるすべての主体属性とポリシー属性につ
いては、512ページの「SEAMツールパネルの説明」を参照してください。

SEAMツールに対応するコマンド行
このセクションでは、SEAMツールと同じ機能を提供する kadminコマンドを示しま
す。これらのコマンドは、Xウィンドウシステムで実行しなくても使用できま
す。この章のほとんどの手順では、SEAMツールを使用します。ただし、多くの手
順では、対応するコマンド行の使用例も挙げています。

SEAM Tool
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表 23–1 SEAMツールに対応するコマンド行

SEAM Toolの手順 対応する kadminコマンド

主体の一覧を表示します。 list_principalsまたは get_principals

主体の属性を表示します。 get_principal

新しい主体を作成します。 add_principal

主体を複製します。 対応するコマンド行なし

主体を変更します。 modify_principalまたは change_password

主体を削除します。 delete_principal

新しい主体を作成するときのデフォルトを設定
します。

対応するコマンド行なし

ポリシーの一覧を表示します。 list_policiesまたは get_policies

ポリシーの属性を表示します。 get_policy

新しいポリシーを作成します。 add_policy

ポリシーを複製します。 対応するコマンド行なし

ポリシーを変更します。 modify_policy

ポリシーを削除します。 delete_policy

SEAMツールにより変更されるファイル
SEAM Toolによって変更されるファイルは $HOME/.gkadminファイルのみです。この
ファイルには、新しい主体を作成するときのデフォルト値が含まれます。この
ファイルを更新するには、「Edit」メニューから「Properties」を選択します。

SEAMツールの印刷機能とオンラインヘルプ機能
SEAMツールには、印刷機能とオンラインヘルプ機能が用意されていま
す。「Print」メニューから、次の要素をプリンタまたはファイルに送信できます。

■ 指定したマスターKDCで使用できる主体の一覧
■ 指定したマスターKDCで使用できるポリシーの一覧
■ 現在選択されている主体または読み込まれている主体
■ 現在選択されているポリシーまたは読み込まれているポリシー

「Help」メニューから、コンテキストヘルプと通常のヘルプを使用できま
す。「Help」メニューから「Context-Sensitive Help」を選択する
と、「Context-Sensitive Help」ウィンドウが表示され、ツールがヘルプモードに切り
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替わります。ヘルプモードのウィンドウで、任意のフィールド、ラベル、またはボ
タンをクリックすると、「Help」ウィンドウにその項目のヘルプが表示されま
す。ツールの通常モードに戻るには、「Help」ウィンドウで「Dismiss」をクリック
します。

また、「Help Contents」を選択すると、HTMLブラウザが開き、この章で説明して
いる概要やタスク情報が表示されます。

SEAMツールで大規模な一覧を使用する
登録した主体とポリシーが増加するにつれて、SEAMツールが主体とポリシーを読
み込んでそれらの一覧を表示する時間が長くなります。このため、ツールによる作
業効率が低下します。この問題には、いくつかの対応方法があります。

まず、一覧を読み込む時間を完全になくすために、SEAMツールに一覧を読み込ま
ないようにします。この方法を設定するには、「Edit」メニューから「Properties」を
選択し、「Show Lists」フィールドのチェックマークをはずします。一覧を読み込ま
ない場合、一覧は表示されないため、一覧を使用して主体またはポリシーを選択で
きなくなります。代わりに、表示された新しい「Name」フィールドに主体またはポ
リシー名を入力し、その主体またはポリシーに適用する操作を選択する必要があり
ます。名前を入力する操作は、一覧から項目を選択する操作と同じ効果を持ちま
す。

大規模な一覧を使用するときは、キャッシュを利用することもできます。SEAM
ツールのデフォルトの動作として、一定量の一覧がキャッシュに格納されるように
設定されています。SEAMツールは、最初に一覧をキャッシュに読み込む必要があ
りますが、そのあとは一覧を再度読み込まずにキャッシュを使用できます。この方
法では、サーバーから時間をかけて何回も一覧を読み込む必要がありません。

一覧がキャッシュに格納されるように設定するには、「Edit」メニューか
ら「Properties」を選択します。キャッシュの設定には、次の 2つの方法がありま
す。一覧をキャッシュに永続的に格納するか、制限時間を指定します。制限時間を
指定した場合は、その時間が経過すると、ツールはサーバーの一覧をキャッシュに
再度読み込みます。

一覧をキャッシュに格納しても、一覧から主体とポリシーを選択することができま
す。このため、一覧を読み込まない最初の方法と異なり、SEAMツールの利用には
影響しません。また、キャッシュを利用した場合でも、ほかの主体とポリシーの変
更を確認できなくなることがあります。ただし、使用している主体とポリシーを変
更したときは最新の一覧が表示されます。主体とポリシーを変更する
と、サーバーとキャッシュの一覧が更新されるためです。キャッシュをリフ
レッシュして、ほかの主体とポリシーの変更を確認し、最新の一覧を取得するに
は、任意のタイミングで「Refresh」メニューを使用します。サーバーから一覧が読
み込まれ、キャッシュをリフレッシュすることができます。

SEAM Tool
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▼ SEAMツールを起動する方法
gkadminコマンドを使用して SEAMツールを起動します。
$ /usr/sbin/gkadmin

「SEAM Administration Login」ウィンドウが表示されます。

デフォルト値を使用しない場合は、新しいデフォルト値を指定します。

ウィンドウには、デフォルト値が自動的に表示されています。デフォルトの主体名
は、USER環境変数の現在の IDに /adminが付加されて作成されます
(username/admin)。デフォルトの「Realm」フィールドおよび「Master
KDC」フィールドは、/etc/krb5/krb5.confファイルから選択されます。デフォルト
値を再度取得する場合は、「Start Over」をクリックします。

注 –各「Principal Name」が実行できる管理操作は、Kerberos ACLファイルの
/etc/krb5/kadm5.aclで規定されます。権限の制限については、515ページ
の「Kerberos管理権限を制限して SEAMツールを使用する」を参照してください。

指定した主体名のパスワードを入力します。

「了解」をクリックします。

ウィンドウが表示され、すべての主体が示されます。
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Kerberos主体の管理
このセクションでは、SEAMツールを使用して主体を管理する手順について説明し
ます。また、対応するコマンド行がある場合は、その例も示します。

Kerberos主体の管理 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

主体の一覧を表示します。 「Principals」タブをクリックして、主体の一覧
を表示します。

491ページの「Kerberos主体の一覧
を表示する方法」

主体の属性を表示します。 「Principal List」の「Principal」を選択
し、「Modify」ボタンをクリックして、主体の
属性を表示します。

493ページの「Kerberos主体の属性
を表示する方法」

新しい主体を作成します。 「Principal List」パネルの「Create New」ボタン
をクリックして、新しい主体を作成します。

495ページの「新しいKerberos主
体を作成する方法」

主体を複製します。 「Principal List」から複製する主体を選択
し、「Duplicate」ボタンをクリックして、主体
を複製します。

498ページの「Kerberos主体を複製
する方法」

主体を変更します。 「Principal List」から変更する主体を選択
し、「Modify」ボタンをクリックして、主体を
変更します。

主体名は変更できません。主体名を変更すると
きは、主体を複製し、新しい名前を指定して保
存してから、古い主体を削除する必要がありま
す。

498ページの「Kerberos主体を変更
する方法」

主体を削除します。 「Principal List」から削除する主体を選択
し、「Delete」ボタンをクリックして、主体を削
除します。

499ページの「Kerberos主体を削除
する方法」

新しい主体を作成するときのデ
フォルトを設定します。

「Edit」メニューから「Properties」を選択し
て、新しい主体を作成するときのデフォルトを
設定します。

500ページの「新しいKerberos主
体を作成するときのデフォルトを
設定する方法」

Kerberos管理権限 (kadm5.acl
ファイル)を変更します。

コマンド行のみ。Kerberos管理権限により、主体
がKerberosデータベースに対して実行できる操
作 (追加、変更など)が決定されます。

各主体のKerberos管理権限を変更するとき
は、/etc/krb5/kadm5.aclファイルを編集する必
要があります。

501ページの「Kerberos管理権限を
変更する方法」

Kerberos主体の管理
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新しいKerberos主体の自動作成
SEAM Toolは簡単に使用できますが、新しい主体を自動作成することができませ
ん。10個または 100個などの新しい主体を短時間で作成する場合は、自動作成を利
用すると便利です。Bourneシェルスクリプトで kadmin.localコマンドを使用する
と、それを行うことができます。

次のシェルスクリプト行は、新しい主体を自動作成する方法の例を示します。

awk ’{ print "ank +needchange -pw", $2, $1 }’ < /tmp/princnames |

time /usr/sbin/kadmin.local> /dev/null

この例は、見やすいように 2行に分割しています。このスクリプトは、princnames

というファイルを読み込んで、そこに含まれている主体名とそのパスワードを
Kerberosデータベースに追加します。princnamesファイルをあらかじめ作成する必要
があります。このファイルの各行には、主体とそのパスワードを 1つ以上の空白で
区切って指定します。+needchangeオプションを指定すると、ユーザーがその主体を
使用して初めてログインしたときに、新しいパスワードを要求するプロンプトが表
示されるように主体が構成されます。この方法は、princnamesファイル内のパス
ワードがセキュリティーリスクにならないようにするのに役立ちます。

より複雑なスクリプトも作成できます。たとえば、ネームサービスの情報を使用し
て、主体名に対応するユーザー名の一覧を取得できます。必要な作業とその方法
は、使用環境要件とスクリプト使用技術によって決まります。

▼ Kerberos主体の一覧を表示する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

1
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「Principals」タブをクリックします。

主体の一覧が表示されます。

特定の主体を表示するか、主体の部分リストを表示します。

「Filter」フィールドにフィルタ文字列を入力して、Returnキーを押します。フィル
タが正常終了すると、フィルタに一致する主体の一覧が表示されます。

フィルタ文字列は、1文字以上の文字列である必要があります。フィルタメカニズム
では大文字と小文字が区別されるため、大文字と小文字を正しく指定する必要があ
ります。たとえば、フィルタ文字列 geを入力すると、フィルタメカニズムに
よって、文字列 geが含まれる主体 (george、edgeなど)のみが表示されます。
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すべての主体を表示するには、「Clear Filter」をクリックします。

Kerberos主体の一覧の表示 (コマンド行)

次の例では、kadminの list_principalsコマンドを使用して、kadmin*と一致するす
べての主体を表示します。list_principalsコマンドでは、ワイルドカードを使用で
きます。

kadmin: list_principals kadmin*

kadmin/changepw@EXAMPLE.COM

kadmin/kdc1.example.con@EXAMPLE.COM

kadmin/history@EXAMPLE.COM

kadmin: quit

▼ Kerberos主体の属性を表示する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

「Principals」タブをクリックします。

表示する主体を一覧から選択して、「Modify」をクリックします。

「Principal Basic」パネルが表示され、主体の属性の一部が示されます。

「Next」をクリックして、主体のすべての属性を表示します。

属性情報は、3つのウィンドウに表示されます。「Help」メニューか
ら「Context-Sensitive Help」を選択すると、各ウィンドウの属性に関する情報が表示
されます。主体のすべての属性の説明については、512ページの「SEAMツールパネ
ルの説明」を参照してください。

表示を終了する場合は、「Cancel」をクリックします。

Kerberos主体の属性の表示

次の例は、jdb/admin主体を表示したときの最初のウィンドウを示しています。

例23–1
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Kerberos主体の属性の表示 (コマンド行)
次の例では、kadminの get_principalコマンドを使用して、jdb/admin主体の属性を
表示します。

kadmin: getprinc jdb/admin

Principal: jdb/admin@EXAMPLE.COM

Expiration date: [never]

Last password change: [never]

Password expiration date: Wed Apr 14 11:53:10 PDT 2011

Maximum ticket life: 1 day 16:00:00

Maximum renewable life: 1 day 16:00:00

例23–3
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Last modified: Mon Sep 28 13:32:23 PST 2009 (host/admin@EXAMPLE.COM)

Last successful authentication: [never]

Last failed authentication: [never]

Failed password attempts: 0

Number of keys: 1

Key: vno 1, AES-256 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC, no salt

Key: vno 1, AES-128 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC, no salt

Key: vno 1, Triple DES with HMAC/sha1, no salt

Key: vno 1, ArcFour with HMAC/md5, no salt

Key: vno 1, DES cbc mode with RSA-MD5, no salt

Attributes: REQUIRES_HW_AUTH

Policy: [none]

kadmin: quit

▼ 新しいKerberos主体を作成する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。

注 –新しい主体を作成するときに、新しいポリシーが必要な場合は、新しいポリ
シーを作成してから新しい主体を作成する必要があります。508ページの「新しい
Kerberosポリシーを作成する方法」を参照してください。

$ /usr/sbin/gkadmin

「Principals」タブをクリックします。

「New」をクリックします。

「Principal Basics」パネルが表示され、主体の属性の一部が示されます。

主体名とパスワードを指定します。

主体名とパスワードは必須です。
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主体の暗号化タイプを指定します。

暗号化鍵タイプフィールドの右にあるボックスをクリックして、使用可能なすべて
の暗号化鍵タイプを表示する新しいウィンドウを開きます。必須の暗号化タイプを
選択してから、「OK」をクリックします。

主体のポリシーを指定します。

主体の属性に値を指定します。「Next」をクリックして、属性の値を必要に応じて
指定します。

属性情報は、3つのウィンドウに表示されます。「Help」メニューか
ら「Context-Sensitive Help」を選択すると、各ウィンドウの属性に関する情報が表示
されます。主体のすべての属性の説明については、512ページの「SEAMツールパネ
ルの説明」を参照してください。

主体を保存する場合は、「Save」をクリックします。または、最後のパネル
で「Done」をクリックします。

必要に応じて、新しい主体のKerberos管理権限を /etc/krb5/kadm5.aclファイルに設
定します。

詳細は、501ページの「Kerberos管理権限を変更する方法」を参照してください。

新しい Kerberos主体の作成

次の例は、pakという新しい主体を作成するときの「Principal Basics」パネルで
す。ポリシーには、testuserが設定されています。
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新しい Kerberos主体の作成 (コマンド行)

次の例では、kadminの add_principalコマンドを使用して、pakという新しい主体を
作成します。この主体のポリシーには、testuserが設定されています。

kadmin: add_principal -policy testuser pak

Enter password for principal "pak@EXAMPLE.COM": <Type the password>
Re-enter password for principal "pak@EXAMPLE.COM": <Type the password again>
Principal "pak@EXAMPLE.COM" created.

kadmin: quit

例23–5
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▼ Kerberos主体を複製する方法
この手順では、既存の主体の一部またはすべてを使用して、新しい主体を作成する
方法について説明します。この手順に対応するコマンド行はありません。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。
詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

「Principals」タブをクリックします。

複製する主体を一覧から選択して、「Duplicate」をクリックします。
「Principal Basics」パネルが表示されます。選択した主体のすべての属性が複製され
ます。ただし、「Principal Name」と「Password」フィールドは複製されず、空で表
示されます。

主体名とパスワードを指定します。

主体名とパスワードは必須です。選択した主体をそのまま複製するとき
は、「Save」をクリックして、手順 7に進みます。

主体の属性に別の値を指定します。「Next」をクリックして、属性の値を必要に応
じて指定します。

属性情報は、3つのウィンドウに表示されます。「Help」メニューか
ら「Context-Sensitive Help」を選択すると、各ウィンドウの属性に関する情報が表示
されます。主体のすべての属性の説明については、512ページの「SEAMツールパネ
ルの説明」を参照してください。

主体を保存する場合は、「Save」をクリックします。または、最後のパネル
で「Done」をクリックします。

必要に応じて、主体のKerberos管理権限を /etc/krb5/kadm5.aclファイルに設定しま
す。

詳細は、501ページの「Kerberos管理権限を変更する方法」を参照してください。

▼ Kerberos主体を変更する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。
詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin
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「Principals」タブをクリックします。

変更する主体を一覧から選択して、「Modify」をクリックします。
「Principal Basic」パネルが表示され、主体の属性の一部が示されます。

主体の属性を変更します。「Next」をクリックして、必要に応じて属性を変更しま
す。
属性情報は、3つのウィンドウに表示されます。「Help」メニューか
ら「Context-Sensitive Help」を選択すると、各ウィンドウの属性に関する情報が表示
されます。主体のすべての属性の説明については、512ページの「SEAMツールパネ
ルの説明」を参照してください。

注 –主体名は変更できません。主体名を変更するときは、主体を複製し、新しい名前
を指定して保存してから、古い主体を削除する必要があります。

主体を保存する場合は、「Save」をクリックします。または、最後のパネル
で「Done」をクリックします。

/etc/krb5/kadm5.aclファイルで、主体のKerberos管理権限を変更します。
詳細は、501ページの「Kerberos管理権限を変更する方法」を参照してください。

Kerberos主体のパスワードの変更 (コマンド行)

次の例では、kadminの change_passwordコマンドを使用して、jdb主体のパスワード
を変更します。change_passwordコマンドでは、主体のパスワード履歴に存在するパ
スワードには変更できません。

kadmin: change_password jdb

Enter password for principal "jdb": <Type the new password>
Re-enter password for principal "jdb": <Type the password again>
Password for "jdb@EXAMPLE.COM" changed.

kadmin: quit

主体のその他の属性を変更するには、kadminの modify_principalコマンドを使用す
る必要があります。

▼ Kerberos主体を削除する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。
詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

2

3

4

5

6

例23–6

1

Kerberos主体の管理

第 23章 • Kerberos主体とポリシーの管理 (タスク) 499



「Principals」タブをクリックします。

削除する主体を一覧から選択して、「Delete」をクリックします。

削除を確定すると、主体が削除されます。

Kerberosアクセス制御リスト (ACL)ファイル /etc/krb5/kadm5.aclから主体を削除しま
す。

詳細は、501ページの「Kerberos管理権限を変更する方法」を参照してください。

Kerberos主体の削除 (コマンド行)

次の例では、kadminの delete_principalコマンドを使用して、jdb主体を削除しま
す。

kadmin: delete_principal pak

Are you sure you want to delete the principal "pak@EXAMPLE.COM"? (yes/no): yes

Principal "pak@EXAMPLE.COM" deleted.

Make sure that you have removed this principal from all ACLs before reusing.

kadmin: quit

▼ 新しいKerberos主体を作成するときのデフォルト
を設定する方法
この手順に対応するコマンド行はありません。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin
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「Edit」メニューから「Properties」を選択します。
「Properties」ウィンドウが表示されます。

新しい主体を作成するときに使用するデフォルトを選択します。

「Help」メニューから「Context-Sensitive Help」を選択すると、各ウィンドウの属性
に関する情報が表示されます。

「保存」をクリックします。

▼ Kerberos管理権限を変更する方法
使用する環境には、多くのユーザー主体が登録されていると思われます。しか
し、Kerberosデータベースの管理者は通常、少数のユーザーだけに割り当てま
す。Kerberosデータベースを管理する権限は、Kerberosアクセス制御リスト (ACL)
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ファイル (kadm5.acl)によって判断されます。kadm5.aclファイルを使用すると、主
体ごとに権限を設定できます。主体名にワイルドカード (*)を使用すると、複数の主
体に権限を指定できます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

/etc/krb5/kadm5.aclファイルを編集します。

kadm5.aclファイルのエントリは、次の書式で記述する必要があります。

principal privileges [principal-target]

principal 権限を与える主体を指定します。主体名の任意の場所にワイルドカード (*)を
使用できます。複数の主体グループに同じ権限を与えるときに使用しま
す。たとえば、adminインスタンスを持つすべての主体を指定する場合
は、*/admin@realmを使用します。

adminインスタンスは通常、個別の権限 (Kerberosデータベースへの管理アク
セス権など)を個別のKerberos主体に許可するときに使用します。たとえ
ば、ユーザー jdbが、jdb/adminという管理目的の主体を持つとします。この
場合、ユーザー jdbは、この権限を実際に使用するときにのみ jdb/adminチ
ケットを取得します。

privileges 主体が実行できる操作または実行できない操作を指定します。このフィール
ドは、次に示す文字のリストのうち 1つまたは複数の文字列 (またはその大文
字)で構成されます。文字が大文字 (または指定されない)場合、その操作は許
可されません。文字が小文字の場合、その操作は許可されます。

a 主体またはポリシーの追加を許可します/しません。

d 主体またはポリシーの削除を許可します/しません。

m 主体またはポリシーの変更を許可します/しません。

c 主体のパスワードの変更を許可します/しません。

i Kerberosデータベースの照会を許可します/しません。

l Kerberosデータベース内の主体またはポリシーの一覧表示を
許可します/しません。

xまたは * すべての権限 (admcil)を許可します。

principal-target このフィールドに主体を指定すると、principalの操作対象が principal-targetの
場合にのみ、privilegesが principalに適用されます。主体名の任意の場所にワ
イルドカード (*)を使用できます。主体をグループ化するときに使用します。

始める前に

●
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Kerberos管理権限の変更

kadm5.aclファイル内の次のエントリは、adminインスタンスを持つ EXAMPLE.COMレル
ム内の主体に対して、Kerberosデータベースに関するすべての権限を与えます。

*/admin@EXAMPLE.COM *

kadm5.aclファイル内の次のエントリは、jdb@EXAMPLE.COM主体に対して、rootイン
スタンスを持つすべての主体に関する追加、一覧表示、および照会の権限を与えま
す。

jdb@EXAMPLE.COM ali */root@EXAMPLE.COM

Kerberosポリシーの管理
このセクションでは、SEAMツールを使用してポリシーを管理する手順について説
明します。また、対応するコマンド行がある場合は、その例も示します。

Kerberosポリシーの管理 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

ポリシーの一覧を表示しま
す。

「Policies」タブをクリックして、ポリシーの一覧
を表示します。

504ページの「Kerberosポリシーの
一覧を表示する方法」

ポリシーの属性を表示しま
す。

「Policy List」からポリシーを選択
し、「Modify」ボタンをクリックして、ポリ
シーの属性を表示します。

506ページの「Kerberosポリシーの
属性を表示する方法」

新しいポリシーを作成しま
す。

「Policy List」パネルの「Create New」ボタンをク
リックして、新しいポリシーを作成します。

508ページの「新しいKerberosポリ
シーを作成する方法」

ポリシーを複製します。 複製するポリシーを「Policy List」ポリシーから選
択し、「Duplicate」ボタンをクリックして、ポリ
シーを複製します。

510ページの「Kerberosポリシーを
複製する方法」

ポリシーを変更します。 変更するポリシーを「Policy List」ポリシーから選
択し、「Modify」ボタンをクリックして、ポリ
シーを変更します。

ポリシー名は変更できません。ポリシー名を変更
するときは、ポリシーを複製し、新しい名前を指
定して保存してから、古いポリシーを削除する必
要があります。

510ページの「Kerberosポリシーを
変更する方法」

例23–8
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タスク 説明 参照先

ポリシーを削除します。 削除するポリシーを「Policy List」ポリシーから選
択し、「Delete」ボタンをクリックして、ポリ
シーを削除します。

511ページの「Kerberosポリシーを
削除する方法」

▼ Kerberosポリシーの一覧を表示する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

1
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「Policies」タブをクリックします。

ポリシーの一覧が表示されます。

特定のポリシーを表示するか、ポリシーの部分リストを表示します。

「Filter」フィールドにフィルタ文字列を入力して、Returnキーを押します。フィル
タが正常終了すると、フィルタに一致するポリシーの一覧が表示されます。

フィルタ文字列は、1文字以上の文字列である必要があります。フィルタメカニズム
では大文字と小文字が区別されるため、大文字と小文字を正しく指定する必要があ
ります。たとえば、フィルタ文字列 geを入力すると、フィルタメカニズムに
よって、文字列 geが含まれるポリシー (george、edgeなど)のみが表示されます。

2

3
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すべてのポリシーを表示するには、「Clear Filter」をクリックします。

Kerberosポリシーの一覧の表示 (コマンド行)

次の例では、kadminの list_policiesコマンドを使用して、*user*と一致するすべて
のポリシーを表示します。list_policiesコマンドでは、ワイルドカードを使用でき
ます。

kadmin: list_policies *user*

testuser

enguser

kadmin: quit

▼ Kerberosポリシーの属性を表示する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

「Policies」タブをクリックします。

表示するポリシーを一覧から選択して、「Modify」をクリックします。

「Policy Details」パネルが表示されます。

表示を終了する場合は、「Cancel」をクリックします。

Kerberosポリシーの属性の表示

次の例は、testポリシーを表示したときの「Policy Details」パネルです。

例23–9

1
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4
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Kerberosポリシーの属性の表示 (コマンド行)
次の例では、kadminの get_policyコマンドを使用して、enguserポリシーの属性を表
示します。

kadmin: get_policy enguser

Policy: enguser

Maximum password life: 2592000

Minimum password life: 0

Minimum password length: 8

Minimum number of password character classes: 2

Number of old keys kept: 3

Reference count: 0

kadmin: quit

例23–11
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「Reference count」は、このポリシーを使用する主体の数です。

▼ 新しいKerberosポリシーを作成する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

「Policies」タブをクリックします。

「New」をクリックします。

「Policy Details」パネルが表示されます。

「Policy Name」フィールドにポリシー名を指定します。

ポリシー名は必須です。

ポリシーの属性の値を指定します。

「Help」メニューから「Context-Sensitive Help」を選択すると、このウィンドウの属
性に関する情報が表示されます。あるいは、ポリシーのすべての属性の説明につい
ては、表 23–5を参照してください。

「Save」をクリックしてポリシーを保存するか、「Done」をクリックします。

新しい Kerberosポリシーの作成

次の例では、build11という新しいポリシーを作成します。「Minimum Password
Classes」は、3に設定されています。

1
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新しい Kerberosポリシーの作成 (コマンド行)

次の例では、kadminの add_policyコマンドを使用して、build11ポリシーを作成しま
す。このポリシーのパスワードには、3種類以上の文字クラスが必要です。

$ kadmin

kadmin: add_policy -minclasses 3 build11

kadmin: quit

例23–13
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▼ Kerberosポリシーを複製する方法
この手順では、既存のポリシーの一部またはすべてを使用して、新しいポリシーを
作成する方法について説明します。この手順に対応するコマンド行はありません。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

「Policies」タブをクリックします。

複製するポリシーを一覧から選択して、「Duplicate」をクリックします。

「Policy Details」パネルが表示されます。選択したフィールドのすべての属性が複製
されます。ただし、「Policy Name」フィールドは空で表示されます。

複製するポリシー名を「Policy Name」フィールドに指定します。

ポリシー名は必須です。選択したポリシーをそのまま複製するには、手順 6に進み
ます。

ポリシーの属性に別の値を指定します。

「Help」メニューから「Context-Sensitive Help」を選択すると、このウィンドウの属
性に関する情報が表示されます。あるいは、ポリシーのすべての属性の説明につい
ては、表 23–5を参照してください。

「Save」をクリックしてポリシーを保存するか、「Done」をクリックします。

▼ Kerberosポリシーを変更する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。

詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

「Policies」タブをクリックします。

変更するポリシーを一覧から選択して「Modify」をクリックします。

「Policy Details」パネルが表示されます。
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ポリシーの属性を変更します。

「Help」メニューから「Context-Sensitive Help」を選択すると、このウィンドウの属
性に関する情報が表示されます。あるいは、ポリシーのすべての属性の説明につい
ては、表 23–5を参照してください。

注 –ポリシー名は変更できません。ポリシー名を変更するときは、ポリシーを複製
し、新しい名前を指定して保存してから、古いポリシーを削除する必要がありま
す。

「Save」をクリックしてポリシーを保存するか、「Done」をクリックします。

Kerberosポリシーの変更 (コマンド行)

次の例では、kadminの modify_policyコマンドを使用して、build11ポリシーの最小
パスワード長を 5文字に変更します。

$ kadmin

kadmin: modify_policy -minlength 5 build11

kadmin: quit

▼ Kerberosポリシーを削除する方法
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。

注 –ポリシーを削除する前に、現在使用しているすべての主体からそのポリシーを取
り消す必要があります。ポリシーを取り消すには、その主体の「Policy」属性を変更
する必要があります。任意の主体が使用しているポリシーは、削除できません。

必要に応じて、SEAMツールを起動します。
詳細は、489ページの「SEAMツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin

「Policies」タブをクリックします。

削除するポリシーを一覧から選択して、「Delete」をクリックします。
削除を確定すると、ポリシーが削除されます。

Kerberosポリシーの削除 (コマンド行)

次の例では、kadminの delete_policyコマンドを使用して、build11ポリシーを削除
します。

4

5
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kadmin: delete_policy build11

Are you sure you want to delete the policy "build11"? (yes/no): yes

kadmin: quit

ポリシーを削除する前に、現在使用しているすべての主体からそのポリシーを取り
消す必要があります。それを行うには、関係する主体に対して kadminの
modify_principal -policyコマンドを使用する必要があります。そのポリシーが主体
に使用されている場合は、delete_policyコマンドは失敗します。

SEAMツール参照
このセクションでは、SEAMツールの各パネルについて説明します。SEAMツールで
制限された権限を使用する方法についても説明します。

SEAMツールパネルの説明
このセクションでは、SEAM Toolで指定または表示できる主体およびポリシーの各
属性について説明します。属性は、表示されるパネルごとに分類されています。

表 23–2 SEAMツールの「Principal Basics」パネルの属性

属性 説明

主体名 主体名 (完全指定形式の主体名の primary/instance部分)。主体は、KDCがチケットを割
り当てることができる一意の IDです。

主体を変更しても、主体名は編集できません。

パスワード 主体のパスワード。「Generate Random Password」ボタンを使用して、主体のランダム
パスワードを作成できます。

Policy 主体に使用できるポリシーのメニュー。

Account Expires 主体のアカウントが期限切れになる日時。アカウントが期限切れになると、主体はチ
ケット認可チケット (TGT)を取得できず、ログインできなくなります。

Last Principal Change 主体の情報が最後に変更された日付。(読み取り専用)

Last Changed By この主体のアカウントを最後に変更した主体名。(読み取り専用)

Comments 主体に関連するコメント (「一時アカウント」など)。

表 23–3 SEAMツールの「Principal Details」パネルの属性

属性 説明

Last Success 主体が最後に正常にログインした日時。(読み取り専用)

Last Failure 主体が最後にログインに失敗した日時。(読み取り専用)
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表 23–3 SEAMツールの「Principal Details」パネルの属性 (続き)
属性 説明

Failure Count 主体のログインが失敗した回数。(読み取り専用)

Last Password Change 主体のパスワードが最後に変更された日時。(読み取り専用)

Password Expires 主体の現在のパスワードが期限切れになる日時。

Key Version 主体の鍵のバージョン番号。この属性は通常、パスワードが危険にさらされた場合に
だけ変更されます。

Maximum Lifetime (seconds) チケットを主体が使用できる最大期間 (更新しない場合)。

Maximum Renewal (seconds) 既存のチケットを主体が更新できる最大期間。

表 23–4 SEAMツールの「Principal Flags」パネルの属性

属性 (ラジオボタン) 説明

Disable Account チェックすると、その主体はログインできなくなります。この属性は、主体のアカウ
ントを一時的に凍結するときに使用します。

Require Password Change チェックすると、主体の現在のパスワードが期限切れとなり、ユーザーは kpasswdコ
マンドを使用して新しいパスワードを作成しなければなりません。この属性は、セ
キュリティー侵害が発生し、古いパスワードを置換する必要があるときに使用しま
す。

Allow Postdated Tickets チェックすると、主体は遅延チケットを取得できます。

たとえば、cronジョブを数時間後に実行する場合は、遅延チケットを使用する必要が
あります。ただし、チケットの有効期限が短い場合は、事前にチケットを取得できま
せん。

Allow Forwardable Tickets チェックすると、主体は転送可能チケットを取得できます。

転送可能チケットは、リモートホストに転送されて、シングルサインオンセッション
を実現します。たとえば、転送可能チケットを使用して、ユーザー自身の ftp認証ま
たは rsh認証が完了すると、NFSサービスなどのほかのサービスを利用するとき
に、新たにパスワードを要求されません。

Allow Renewable Tickets チェックすると、主体が更新可能チケットを取得できます。

主体は、チケットが更新可能な場合、有効期限日時を自動的に延長することができま
す。つまり、最初のチケットの期限が切れても、新しいチケットを取得する必要があ
りません。現在のNFSサービスは、チケットを新しくするチケットサービスです。

Allow Proxiable Tickets チェックすると、主体は代理可能チケットを取得できます。

代理可能チケットを使用すると、クライアントの代わりにサービスがクライアントの
操作を実行できます。代理可能チケットを使用すると、サービスはクライアントの ID
を使用して別のサービスのチケットを取得できます。ただし、チケット認可チケット
(TGT)を取得することはできません。
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表 23–4 SEAMツールの「Principal Flags」パネルの属性 (続き)
属性 (ラジオボタン) 説明

Allow Service Tickets チェックすると、サービスチケットを特定の主体に発行できます。

サービスチケットの発行は、kadmin/hostnameおよび changepw/hostname主体に許可し
てはいけません。これらの主体は、KDCデータベース以外は更新してはいけません。

Allow TGT-Based Authentication チェックすると、このサービス主体は別の主体にサービスを提供できます。つま
り、KDCは、サービス主体にサービスチケットを発行できます。

この属性は、サービス主体にだけ使用できます。チェックを解除すると、サービスチ
ケットをサービス主体に対して発行できません。

Allow Duplicate Authentication チェックすると、このユーザー主体はほかのユーザー主体のサービスチケットを取得
できます。

この属性は、ユーザー主体にだけ使用できます。チェックを解除すると、ユーザー主
体はサービス主体のサービスチケットを取得できますが、ほかのユーザー主体の
サービスチケットは取得できません。

Required Preauthentication チェックすると、KDCが要求されたチケット認可チケット (TGT)を主体に送信する前
に、その主体がTGTを要求している主体であることをKDCのソフトウェアが認証し
ます。この事前認証は通常、DESカードなどの特別のパスワードを使用して行われま
す。

チェックを解除すると、KDCは要求されたTGTを主体に送信する前に、主体の事前
認証を必要としません。

Required Hardware
Authentication

チェックすると、KDCが要求されたチケット認可チケット (TGT)を主体に送信する前
に、その主体がTGTを要求している主体であることをKDCのハードウェアが認証し
ます。ハードウェア事前認証は、たとえば Javaリングのリーダー上で行われます。

チェックを解除すると、KDCは要求されたTGTを主体に送信する前に、主体の事前
認証を必要としません。

表 23–5 SEAMツールの「Policy Basics」ペインの属性

属性 説明

ポリシー名 ポリシー名。ポリシーとは、主体のパスワードとチケットを管理する一連のルールの
ことです。

ポリシーを変更しても、ポリシー名は編集できません。

Minimum Password Length 主体の最小パスワード長。
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表 23–5 SEAMツールの「Policy Basics」ペインの属性 (続き)
属性 説明

Minimum Password Classes 主体のパスワードに必要な異なる文字タイプの数。

たとえば、最小クラス値が 2の場合は、パスワードに 2種類以上の文字タイプを使用
する必要があります。たとえば、英字と数字を使用して「hi2mom」と入力する必要が
あります。値が 3の場合は、パスワードに 3種類以上の文字タイプを使用する必要が
あります。たとえば、英字、数字、および句読点を使用して「hi2mom!」と入力する
必要があります。

値が 1の場合は、パスワード文字タイプの数に制限が設定されません。

Saved Password History 主体に使用された過去のパスワードの数と、過去のパスワードの一覧。これらのパス
ワードは再使用できません。

Minimum Password Lifetime
(seconds)

パスワードの最小使用期間。この期間が経過しないとパスワードを変更できません。

Maximum Password Lifetime
(seconds)

パスワードの最大使用期間。この期間が経過したらパスワードを変更する必要があり
ます。

Principals Using This Policy このポリシーが現在適用されている主体の数。(読み取り専用)

Kerberos管理権限を制限して SEAMツールを使用
する
admin主体がKerberosデータベースを管理するためのすべての権限を持っている場合
は、SEAMツールの機能をすべて使用できます。ただし、たとえば主体の一覧の表
示、主体のパスワードの変更だけができるように、Kerberos管理権限を制限するこ
ともできます。Kerberos管理権限を制限した場合でも、SEAMツールを使用できま
す。ただし、許可されたKerberos管理権限によって、SEAMツールの使い方が異なり
ます。表 23–6に、Kerberos管理権限に基づいた SEAMツールの変更を示します。

一覧表示権限がない場合、SEAMツールの表示がもっとも大きく変わります。この
場合、操作する主体とポリシーの一覧が「List」パネルに表示されません。代わり
に、「List」パネルの「Name」フィールドを使用して、操作する主体またはポリ
シーを指定する必要があります。

SEAMツールにログインしても、必要な権限がない場合は、次のメッセージが表示
されて「SEAM Administration Login」ウィンドウに戻ります。

Insufficient privileges to use gkadmin: ADMCIL. Please try using another principal.

Kerberosデータベースを管理できるように主体の権限を変更する方法については、
501ページの「Kerberos管理権限を変更する方法」を参照してください。

SEAMツール参照
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表 23–6 Kerberos管理権限が制限された SEAMツールの使用

許可しない権限 SEAMツールの変更

a (追加) 「Principal List」および「Policy List」パネルの「Create
New」と「Duplicate」ボタンを使用できません。追加権限がな
い場合は、新しい主体またはポリシーを作成または複製でき
ません。

d (削除) 「Principal List」および「Policy List」パネルの「Delete」ボタ
ンを使用できません。削除権限がない場合は、主体またはポ
リシーを削除できません。

m (変更) 「Principal List」および「Policy List」パネルの「Modify」ボタ
ンを使用できません。変更権限がない場合は、主体またはポ
リシーを変更できません。

また、「Modify」ボタンを使用できない場合、パスワードの
変更権限を持っていても、主体のパスワードを変更できませ
ん。

c (パスワードの変更) 「Principal Basics」パネルの「Password」フィールドが読み取
り専用になり、変更できません。パスワードの変更権限がな
い場合、主体のパスワードを変更できません。

パスワードの変更権限を持っている場合でも、主体のパス
ワードを変更するときは、さらに変更権限が必要になりま
す。

i (データベースの照会) 「Principal List」および「Policy List」パネル
の「Modify」と「Duplicate」ボタンを使用できません。照会権
限がない場合は、主体またはポリシーを変更または複製でき
ません。

また、「Modify」ボタンを使用できない場合、パスワードの
変更権限を持っていても、主体のパスワードを変更できませ
ん。

l (一覧) 「List」パネルで主体とポリシーの一覧を表示できません。一
覧権限がない場合は、「List」パネルの「Name」フィールドを
使用して、操作する主体またはポリシーを指定する必要があ
ります。

キータブファイルの管理
サービスを提供するすべてのホストには、「キータブ」 (「鍵テーブル」の短縮名)
と呼ばれるローカルファイルが必要です。キータブには、「サービス鍵」と呼ばれ
る該当するサービスの主体が格納されます。サービス鍵は、KDCに対してサービス
自身を認証するときに使用され、Kerberosとそのサービスだけが認識します。たと
えば、Kerberos NFSサーバーを使用する場合、そのサーバーには nfsサービス主体を
含むキータブが必要です。

キータブファイルの管理
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キータブファイルにサービス鍵を追加するには、kadminの ktaddコマンドを使用し
て、適切なサービス主体をホストのキータブファイルに追加します。サービス主体
をキータブファイルに追加するときは、Kerberosデータベースにあらかじめ主体を
登録し、kadminがその存在を検証できるようにする必要があります。Kerberos
サービスを提供するアプリケーションサーバーでは、キータブファイルのデフォル
トの位置は /etc/krb5/krb5.keytabです。

キータブはユーザーのパスワードに似ています。ユーザーの場合は、自分のパス
ワードを保護することが重要ですが、アプリケーションサーバーの場合は、キータ
ブファイルを保護することが重要です。キータブファイルは常時ローカルディスク
に格納し、rootユーザー以外は読み取れないようにしてください。また、キータブ
ファイルは、セキュリティー保護されていないネットワークを介して送信しないで
ください。

root主体をホストのキータブファイルに追加する特別な場合もあります。Kerberos
クライアント上のユーザーが rootと同等のアクセスを必要とするKerberos NFS
ファイルシステムをマウントするようにするには、クライアントの root主体をクラ
イアントのキータブファイルに追加する必要があります。そうしない場合は、root

アクセスでKerberos NFSファイルシステムをマウントするたびに、ユーザーは kinit

コマンドを rootとして使用して、クライアントの root主体の資格を取得する必要が
あります。これは、オートマウンタを使用している場合でも同様です。

キータブファイルを管理するときに、ktutilコマンドも使用できます。この対話型
のコマンドは、Kerberos管理権限がなくても、ローカルホストのキータブファイル
を管理できます。kadminはKerberosデータベースと対話しますが、ktutilは対話し
ないためです。つまり、主体をキータブファイルに追加したあとに ktutilを使用す
ると、キータブファイル内のキー一覧を表示したり、サービスの認証を一時的に無
効にしたりできます。

注 – kadminの ktaddコマンドを使用してキータブファイル内の主体を変更すると、新
しい鍵が生成され、キータブファイルに追加されます。

キータブファイルの管理 (タスクマップ)

タスク 説明 参照先

サービス主体をキータブファイ
ルに追加します。

kadminの ktaddコマンドを使用して、サービス
主体をキータブファイルに追加します。

518ページの「Kerberosサービス主
体をキータブファイルに追加する
方法」

キータブファイルからサービス
主体を削除します。

kadminの ktremoveコマンドを使用して、キータ
ブファイルからサービスを削除します。

519ページの「キータブファイル
からサービス主体を削除する方
法」

キータブファイルの管理
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タスク 説明 参照先

キータブファイル内のキー一覧
(主体の一覧)を表示します。

ktutilコマンドを使用して、キータブファイル
内のキー一覧を表示します。

520ページの「キータブファイル
内のキー一覧 (主体)を表示する方
法」

ホスト上でのサービスの認証を
一時的に無効にします。

この手順を行うと、kadmin権限がなくても、ホ
スト上でのサービスの認証を一時的に無効にで
きます。

ktutilを使用してサーバーのキータブファイル
からサービス主体を削除する前に、元のキータ
ブファイルを一時的な位置にコピーする必要が
あります。サービスを再度有効にする場合
は、元のキータブファイルを適切な場所に戻す
必要があります。

521ページの「ホスト上のサービ
スの認証を一時的に無効にする方
法」

▼ Kerberosサービス主体をキータブファイルに追加
する方法

主体がすでにKerberosデータベースに登録されていることを確認します。
詳細は、491ページの「Kerberos主体の一覧を表示する方法」を参照してください。

キータブファイルに主体を追加する必要があるホスト上で root役割になります。

kadminコマンドを起動します。
# /usr/sbin/kadmin

ktaddコマンドを使用して、キータブファイルに主体を追加します。
kadmin: ktadd [-e enctype] [-k keytab] [-q] [principal | -glob principal-exp]

-e enctype krb5.confファイルに定義された暗号化タイプの一覧を
オーバーライドします。

-k keytab キータブファイルを指定します。デフォルトで
は、/etc/krb5/krb5.keytabが使用されます。

-q 冗長な情報を表示しません。

principal キータブファイルに追加する主体を指定します。追加できる
サービス主体は、次のとおりです。host、root、nfs、および
ftp。

-glob principal-exp 主体表現を指定します。principal-expに一致するすべての主体
が、キータブファイルに追加されます。主体表現の規則
は、kadminの list_principalsコマンドと同じです。

1
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kadminコマンドを終了します。
kadmin: quit

サービス主体のキータブファイルへの追加

次の例では、denverの host主体を denverのキータブファイルに追加し、KDCが
denverのネットワークサービスを認証できるようにします。

denver # /usr/sbin/kadmin

kadmin: ktadd host/denver.example.com

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS

mode with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode

with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc mode

with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour

with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

Entry for principal host/denver.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode

with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin: quit

▼ キータブファイルからサービス主体を削除する方
法

キータブファイルから削除する必要のあるサービス主体を含むホスト上で root役割
になります。

kadminコマンドを起動します。
# /usr/sbin/kadmin

(省略可能)キータブファイル内の現在の主体 (鍵)の一覧を表示するには、ktutilコマ
ンドを使用します。

詳細な手順は、520ページの「キータブファイル内のキー一覧 (主体)を表示する方
法」を参照してください。

ktremoveコマンドを使用して、キータブファイルから主体を削除します。
kadmin: ktremove [-k keytab] [-q] principal [kvno | all | old ]

-k keytab キータブファイルを指定します。デフォルトで
は、/etc/krb5/krb5.keytabが使用されます。

-q 冗長な情報を表示しません。

principal キータブファイルから削除する主体を指定します。

5
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kvno 指定された主体のうち、鍵のバージョン番号が kvnoと一致する主体の
すべてのエントリを削除します。

all 指定された主体のすべてのエントリを削除します。

old 指定した主体のすべてのエントリを削除します。ただし、鍵の
バージョン番号が最上位の主体は削除しません。

kadminコマンドを終了します。
kadmin: quit

キータブファイルからのサービス主体の削除

次の例では、denverの host主体を denverのキータブファイルから削除します。

denver # /usr/sbin/kadmin

kadmin: ktremove host/denver.example.com@EXAMPLE.COM

kadmin: Entry for principal host/denver.example.com@EXAMPLE.COM with kvno 3

removed from keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.

kadmin: quit

▼ キータブファイル内のキー一覧 (主体)を表示する
方法

キータブファイルを含むホスト上で root役割になります。

注 –ほかのユーザーが所有するキータブファイルを作成することもできます
が、キータブファイルのデフォルトの位置を使用するには root所有権が必要です。

ktutilコマンドを起動します。
# /usr/bin/ktutil

read_ktコマンドを使用して、キータブファイルをキー一覧バッファーに読み込みま
す。
ktutil: read_kt keytab

listコマンドを使用して、キー一覧バッファーを表示します。
ktutil: list

現在のキー一覧バッファーが表示されます。

ktutilコマンドを終了します。
ktutil: quit

5
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キータブファイル内のキー一覧 (主体)の表示

次の例では、denverホストの /etc/krb5/krb5.keytabファイル内のキー一覧を表示し
ます。

denver # /usr/bin/ktutil

ktutil: read_kt /etc/krb5/krb5.keytab

ktutil: list

slot KVNO Principal

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

1 5 host/denver@EXAMPLE.COM

ktutil: quit

▼ ホスト上のサービスの認証を一時的に無効にする
方法
ネットワークアプリケーションサーバー上の rloginや ftpなど、サービスの認証メ
カニズムを一時的に無効にすることが必要な場合があります。たとえば、保守作業
中は、ユーザーがシステムにログインできないようにする必要があります。ktutil

コマンドを使用してサーバーのキータブファイルからサービス主体を削除すること
により、kadmin権限がなくてもこのタスクを実行できます。認証を再度有効にする
には、保存した元のキータブファイルを元の位置にコピーするだけです。

注 –デフォルトでは、ほとんどのサービスが認証を要求するように設定されていま
す。そのように設定されていないときは、サービスの認証を無効にした場合でも
サービスは動作します。

キータブファイルを含むホスト上で root役割になります。

注 –ほかのユーザーが所有するキータブファイルを作成することもできます
が、キータブファイルのデフォルトの位置を使用するには root所有権が必要です。

現在のキータブファイルを一時ファイルに保存します。

ktutilコマンドを起動します。
# /usr/bin/ktutil

read_ktコマンドを使用して、キータブファイルをキー一覧バッファーに読み込みま
す。
ktutil: read_kt keytab

例23–18

1

2

3

4

キータブファイルの管理

第 23章 • Kerberos主体とポリシーの管理 (タスク) 521



listコマンドを使用して、キー一覧バッファーを表示します。
ktutil: list

現在のキー一覧バッファーが表示されます。無効にするサービスのスロット番号を
記録します。

ホストのサービスを一時的に無効にするには、delete_entryコマンドを使用し
て、キー一覧バッファーから特定のサービス主体を削除します。
ktutil: delete_entry slot-number

この例では、slot-numberに、削除するサービス主体のスロット番号を指定しま
す。スロット番号は、listコマンドで表示できます。

write_ktコマンドを使用して、新しいキー一覧バッファーをキータブファイルに書
き込みます。
ktutil: write_kt new-keytab

ktutilコマンドを終了します。
ktutil: quit

新しいキータブファイルの名前を変更します。
# mv new-keytab keytab

サービスを再度有効にする場合は、一時的な (元の)キータブファイルを元の場所に
コピーします。

ホスト上のサービスを一時的に無効にする

次の例では、denverホスト上の hostサービスを一時的に無効にします。denver上の
ホストサービスを再度有効にするには、krb5.keytab.tempファイルを
/etc/krb5/krb5.keytabファイルにコピーします。

denver # cp /etc/krb5/krb5.keytab /etc/krb5/krb5.keytab.temp

denver # /usr/bin/ktutil

ktutil:read_kt /etc/krb5/krb5.keytab

ktutil:list

slot KVNO Principal

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

1 8 root/denver@EXAMPLE.COM

2 5 host/denver@EXAMPLE.COM

ktutil:delete_entry 2

ktutil:list

slot KVNO Principal

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

1 8 root/denver@EXAMPLE.COM

ktutil:write_kt /etc/krb5/new.krb5.keytab

ktutil: quit

denver # cp /etc/krb5/new.krb5.keytab /etc/krb5/krb5.keytab
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Kerberosアプリケーションの使用 (タス
ク)

この章は、Kerberosサービスが構成されているシステムのユーザーを対象としてい
ます。この章では、提供されているKerberosコマンドとサービスの使用方法につい
て説明します。この章を読み進めるには、これらのコマンド (Kerberos以外)にすで
に慣れ親しんでいる必要があります。

この章は一般的なユーザーを対象としているため、チケットの取得、表示、および
廃棄について説明します。また、Kerberosパスワードの選択または変更についても
説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 523ページの「Kerberosチケットの管理」
■ 527ページの「Kerberosパスワード管理」
■ 532ページの「Kerberosユーザーコマンド」

Oracle Solaris Kerberos製品の概要については、第 19章「Kerberosサービスについ
て」を参照してください。

Kerberosチケットの管理
このセクションでは、チケットの取得、表示、および破棄を行う方法を説明しま
す。チケットの概要については、356ページの「Kerberosサービスの動作」を参照し
てください。

チケットを意識する必要があるか
インストールされているOracle Solarisリリースにかかわらず、Kerberosは loginコマ
ンドに組み込まれています。ただし、チケットを自動的に取得するには、PAM
サービスを該当するログインサービス用に構成する必要があります。詳細
は、pam_krb5(5)のマニュアルページを参照してください。Kerberosコマンド
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rsh、rcp、telnet、および rloginは通常、チケットのコピーをほかのマシンに転送
するように設定されているため、これらのマシンへのアクセスを取得するためにチ
ケットを明示的に要求する必要はありません。システムは、デフォルトでは資格が
転送されるように構成されていないため、構成にはこの自動転送が含まれていない
可能性があります。チケットの転送については、533ページの「Kerberosコマンドの
概要」および 535ページの「Kerberosチケットの転送」を参照してください。

チケットの有効期限については、548ページの「チケットの有効期限」を参照してく
ださい。

Kerberosチケットの作成
通常、PAMが適切に構成されている場合、ログインするとチケットが自動的に作成
されるため、チケットを取得するために特別な作業をする必要はありません。ただ
し、チケットが期限切れになった場合は、チケットを作成する必要があります。ま
た、デフォルトの主体のほかに別の主体を使用する必要がある場合 (たとえ
ば、rlogin -lを使って他人としてマシンにログインする)があります。

チケットを作成するには、kinitコマンドを使用します。

% /usr/bin/kinit

kinitコマンドからはパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。kinit

コマンドの詳細な構文については、kinit(1)のマニュアルページを参照してくださ
い。

例 24–1 Kerberosチケットの作成

次の例では、ユーザー jenniferが自分のシステムにチケットを作成します。

% kinit

Password for jennifer@ENG.EXAMPLE.COM: <Type password>

次の例では、ユーザー davidが -lオプションを使用して 3時間有効なチケットを作
成します。

% kinit -l 3h david@EXAMPLE.ORG

Password for david@EXAMPLE.ORG: <Type password>

この例では、ユーザー davidが (-fオプションを使用して)自分の転送可能チケット
を作成します。たとえば、この転送可能チケットを使用して、2つ目のシステムにロ
グインして、3つ目のシステムに telnetを実行できます。

Kerberosチケットの管理
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例 24–1 Kerberosチケットの作成 (続き)

% kinit -f david@EXAMPLE.ORG

Password for david@EXAMPLE.ORG: <Type password>

転送チケットをどのように使用するかについては、535ページの「Kerberosチケット
の転送」および 546ページの「チケットの種類」を参照してください。

Kerberosチケットの表示
すべてのチケットが同じ属性を持つわけではありません。チケットの属性に
は、「転送可能 (Forwardable)」、「遅延 (Postdated)」などがあります。また、1つの
チケットに「転送可能」と「遅延」の両方が指定されていることもあります。現在
のチケットが何で、どのような属性を持つかを知るには、klistコマンドで -fオプ
ションを使用します。

% /usr/bin/klist -f

次の記号はチケットに関連付けられる属性です。klistによって表示されます。

A 事前認証済み

D 遅延可能 (Postdatable)

d 遅延 (Postdated)

F 転送可能 (Forwardable)

f 転送済み (Forwarded)

I 初期 (Initial)

i 無効 (Invalid)

P プロキシ可能 (Proxiable)

p プロキシ (Proxy)

R 更新可能 (Renewable)

チケットに指定できる属性については、546ページの「チケットの種類」を参照して
ください。

例 24–2 Kerberosチケットの表示

次の例は、ユーザー jenniferの初期チケットが転送可能 (F)と遅延 (d)のプロパ
ティーを持っていて、まだ検証されていないこと (i)を示します。
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例 24–2 Kerberosチケットの表示 (続き)

% /usr/bin/klist -f

Ticket cache: /tmp/krb5cc_74287

Default principal: jennifer@EXAMPLE.COM

Valid starting Expires Service principal

09 Mar 04 15:09:51 09 Mar 04 21:09:51 nfs/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM

renew until 10 Mar 04 15:12:51, Flags: Fdi

次の例は、ユーザー davidが別のホストから自分のホストに転送済み (f)チケットを 2
つ持っていることを示します。これらのチケットは転送可能 (F)です。

% klist -f

Ticket cache: /tmp/krb5cc_74287

Default principal: david@EXAMPLE.COM

Valid starting Expires Service principal

07 Mar 04 06:09:51 09 Mar 04 23:33:51 host/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM

renew until 10 Mar 04 17:09:51, Flags: fF

Valid starting Expires Service principal

08 Mar 04 08:09:51 09 Mar 04 12:54:51 nfs/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM

renew until 10 Mar 04 15:22:51, Flags: fF

次の例は、-eオプションを使用してセッション鍵の暗号化タイプとチケットを表示
させる方法を示しています。-aオプションを使用すると、ネームサービスが変換を
行える場合、ホストアドレスをホスト名にマップできます。

% klist -fea

Ticket cache: /tmp/krb5cc_74287

Default principal: david@EXAMPLE.COM

Valid starting Expires Service principal

07 Mar 04 06:09:51 09 Mar 04 23:33:51 krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM

renew until 10 Mar 04 17:09:51, Flags: FRIA

Etype(skey, tkt): DES cbc mode with RSA-MD5, DES cbc mode with CRC-32

Addresses: client.example.com

Kerberosチケットの破棄
現在のセッション中に取得したすべてのKerberosチケットを破棄するに
は、kdestroyコマンドを使用します。このコマンドは、資格キャッシュを破棄し
て、すべての資格とチケットを破棄します。通常、これは必要ありません
が、kdestroyを実行すると、ログインしていないときに資格キャッシュが継続して
存在する可能性を減らすことができます。

チケットを破棄するには、kdestroyコマンドを使用します。
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% /usr/bin/kdestroy

kdestroyコマンドは、そのユーザーのすべてのチケットを破棄します。このコマン
ドを使用して、特定のチケットを選択して破棄することはできません。

システムを離れるときに侵入者が権限を使用する危険がある場合は、kdestroyを使
用するか、スクリーンセーバーを使って画面をロックするようにしてください。

Kerberosパスワード管理
Kerberosサービスが構成されている場合、パスワードを 2つ持つことになります。
通常の SolarisパスワードとKerberosパスワードです。これらのパスワードは同じで
も、異なっていても構いません。

パスワード選択のヒント
パスワードには、キーボードから入力できるほとんどの文字を使用できます。ただ
し、CtrlキーとReturnキーは使用できません。良いパスワードとは、覚えやす
く、しかも他人が簡単に推定できないパスワードです。悪いパスワードの例を次に
示します。

■ 辞書に出てくる言葉
■ よく見られるありふれた名前
■ 有名な人やキャラクタの名前
■ ユーザーの氏名またはユーザー名 (たとえば、名前を逆に綴る、2度繰り返す)
■ 配偶者の名前、子供の名前、ペットの名前
■ 自分の誕生日や親戚の誕生日
■ 社会保険番号、運転免許証番号、パスポート番号、またはこれに類した身分証明
書番号

■ このドキュメントやほかのドキュメントに出てくるサンプルパスワード

良いパスワードとは 8文字以上の長さで、大文字、小文字、数字、句読記号などが
混在しているものです。次に例を示します。

■ 「I2LMHinSF」などの短縮形。(「I too left my heart in San Francisco」と覚える)
■ 「WumpaBun」、「WangDangdoodle!」など、発音しやすい意味のない語句
■ 「6o'cluck」、「RrriotGrrrlsRrrule!」など、わざとスペルを間違えた語句

注意 –これらの例は使用しないでください。ドキュメントの例に使用されているパス
ワードは侵入者が最初に試みるパスワードです。
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パスワードの変更方法
PAMが適切に構成されている場合、Kerberosパスワードは次の 2つの方法で変更で
きます。

■ 通常のUNIXの passwdコマンド。Kerberosサービスが構成されていると、passwd

コマンドでも新しいKerberosパスワードを求めるプロンプトが自動的に表示され
ます。

kpasswdの代わりに passwdを使用する利点は、UNIXとKerbeors両方のパス
ワードを同時に設定できることです。ただし、一般的には passwdコマンドで両方
のパスワードを同時に変更する必要はありません。UNIXパスワードだけを変更
してKerberosパスワードは変更しなかったり、その逆であっても構いません。

注 – passwdコマンドの動作は、PAMモジュールの構成方法によって異なりま
す。構成によっては、両方のパスワードを変更しなければならない場合がありま
す。あるサイトではUNIXパスワードの変更が必須であり、別のサイトでは
Kerberosパスワードの変更が必須であるという場合があります。

■ kpasswdコマンド。kpasswdコマンドは、passwdコマンドと似ています。ただ
し、kpasswdコマンドでは、Kerberosパスワード以外は変更できません。UNIXパ
スワードを変更する場合は、passwdコマンドを使用する必要があります。

もう 1つの違いは、kpasswdコマンドでは、有効なUNIXユーザーではない
Kerberos主体のパスワードを変更できる点です。たとえば、david/adminは
Kerberos主体ですが、実際のUNIXユーザーではありません。したがって、この
場合は、passwdコマンドの代わりに kpasswdコマンドを使用する必要がありま
す。

パスワードを変更しても、変更がシステム全体に伝播されるまでには、ある程度の
時間が必要です (特に大規模なネットワークでは)。システムの設定方法によります
が、この時間は数分から 1時間以上になることがあります。パスワードを変更した
あとすぐに新しいKerberosチケットを取得する場合は、新しいパスワードをまず試
してください。新しいパスワードが有効でない場合は、以前のパスワードを使用し
て再度試してください。

Kerberos V5プロトコルでは、システム管理者が有効なパスワードの基準を
ユーザーごとに設定できます。この基準は、ユーザーごとに設定された「ポリ
シー」 (またはデフォルトのポリシー)によって定義されます。ポリシーの詳細につ
いては、503ページの「Kerberosポリシーの管理」を参照してください。

たとえば、ユーザー jenniferの jenpolポリシーでは、パスワードは 8文字以上で、2
種類以上の文字で構成されると定義されているとします。その場合、パスワードと
して「sloth」を入力すると、kpasswdによって拒否されます。
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% kpasswd

kpasswd: Changing password for jennifer@ENG.EXAMPLE.COM.

Old password: <Jennifer types her existing password>
kpasswd: jennifer@ENG.EXAMPLE.COM’s password is controlled by

the policy jenpol

which requires a minimum of 8 characters from at least 2 classes

(the five classes are lowercase, uppercase, numbers, punctuation,

and all other characters).

New password: <Jennifer types 'sloth'>
New password (again): <Jennifer re-types 'sloth'>
kpasswd: New password is too short.

Please choose a password which is at least 4 characters long.

次に、jenniferはパスワードとして「slothrop49」を入力します。「slothrop49」は長
さが 8文字以上で、2種類の文字 (数字と小文字)が混在しているため基準に合ってい
ます。

% kpasswd

kpasswd: Changing password for jennifer@ENG.EXAMPLE.COM.

Old password: <Jennifer types her existing password>
kpasswd: jennifer@ENG.EXAMPLE.COM’s password is controlled by

the policy jenpol

which requires a minimum of 8 characters from at least 2 classes

(the five classes are lowercase, uppercase, numbers, punctuation,

and all other characters).

New password: <Jennifer types 'slothrop49'>
New password (again): <Jennifer re-types 'slothrop49'>
Kerberos password changed.

例 24–3 パスワードの変更方法

次の例では、ユーザー davidが passwdを使用して、UNIXおよびKerberosのパス
ワードを変更します。

% passwd

passwd: Changing password for david

Enter login password: <Type the current UNIX password>
New password: <Type the new UNIX password>
Re-enter password: <Confirm the new UNIX password>
Old KRB5 password: <Type the current Kerberos password>
New KRB5 password: <Type the new Kerberos password>
Re-enter new KRB5 password: <Confirm the new Kerberos password>

passwdでは、UNIXパスワードとKerberosパスワードの両方が要求されることに注意
してください。この動作は、デフォルトの構成です。この場合、次に示すよう
に、ユーザー davidは kpasswdを使用して自分のKerberosパスワードを何か別のもの
に設定する必要があります。
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例 24–3 パスワードの変更方法 (続き)

次の例では、ユーザー davidが kpasswdを使用して、自分のKerberosパスワードのみ
を変更します。

% kpasswd

kpasswd: Changing password for david@ENG.EXAMPLE.COM.

Old password: <Type the current Kerberos password>
New password: <Type the new Kerberos password>
New password (again): <Confirm the new Kerberos password>
Kerberos password changed.

次の例では、ユーザー davidが、Kerberos主体 david/admin (有効なUNIXユーザーで
はない)のパスワードを変更します。kpasswdを使用する必要があります。

% kpasswd david/admin

kpasswd: Changing password for david/admin.

Old password: <Type the current Kerberos password>
New password: <Type the new Kerberos password>
New password (again): <Type the new Kerberos password>
Kerberos password changed.

アカウントへのアクセス認可
他人があなたのアカウントを使用して (あなたとして)ログインする必要がある場
合、Kerberosを使用すれば、パスワードを公表せずにそれを実現できます。それに
は、ホームディレクトリに .k5loginファイルを格納します。.k5loginファイル
は、アクセスを許可する各ユーザーに対応する、1つ以上のKerberos主体の一覧で
す。(1つの主体を 1行に入力する必要があります)。

ユーザー davidが次のような .k5loginファイルをホームディレクトリに格納してい
るとします。

jennifer@ENG.EXAMPLE.COM

joe@EXAMPLE.ORG

このファイルによって、ユーザー jenniferと joeは davidとして振る舞うことができ
ます。ただしそれには、その二人がすでにそれぞれのレルムにおいてKerberosチ
ケットを取得している必要があります。たとえば、jenniferは davidとして、davidの
マシン (boston)に david自身のパスワードを入力せずにリモートログインできます。
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davidのホームディレクトリが、Kerberos V5プロトコル経由で別の (3つ目の)マシン
からNFSマウントされている場合、jenniferがそのホームディレクトリにアクセス
するには、彼女が転送チケットを所持している必要があります。転送可能チケット
の使用例については、524ページの「Kerberosチケットの作成」を参照してくださ
い。

ネットワーク上のほかのマシンにログインする必要がある場合、それらのマシン上
の .k5loginファイル内に自分のKerberos主体を追加します。

.k5loginファイルの使用は、次の理由により、パスワードを公表するよりもかなり
安全です。

■ .k5loginファイルから特定の主体を削除することで、特定ユーザーのアクセス認
可をいつでも無効にできます。

■ ホームディレクトリ内の .k5loginファイルにある名前の付いたユーザーの主体
は、そのマシン (NFS上などで .k5loginファイルを共有している場合には一連の
マシン)上のアカウントへの完全なアクセス権を持ちます。ただし、Kerberos
サービスは、そのユーザー IDに基づいてアクセスを承認します。つま
り、jenniferは、joeのマシンにログインして、そこでタスクを行えます。ただ
し、ftpや rloginなどのKerberosプログラムを使用する場合は、自分自身のアカ
ウントで使用します。

■ Kerberosは、チケットを取得したユーザーのログを保持しているため、システム
管理者は、特定の時間に特定のユーザー IDを使用できるユーザーを、必要に応
じて調べることができます。

.k5loginファイルの一般的な使い方の 1つは、このファイルを rootのホームディレ
クトリに格納し、ファイル内に記述されたKerberos主体にそのマシンの rootアクセ
ス権限を与える、というものです。この構成により、システム管理者は、rootパス

図 24–1 アカウントへのアクセスを認可する .k5loginファイルの使用
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ワードを公表したり、rootパスワードをネットワーク上で入力したりせず
に、ローカルで rootになることも、rootとしてリモートログインすることもできる
ようになります。

例 24–4 アカウントへのアクセスを認可する .k5loginファイルの使用

jenniferが、マシン boston.example.comに rootとしてログインするとします。彼女
の主体名のエントリは boston.example.com上の rootのホームディレクトリ内の
.k5loginファイルに含まれているため、彼女はここでもパスワードを入力する必要
がありません。

% rlogin boston.example.com -l root -x

This rlogin session is using DES encryption for all data transmissions.

Last login: Thu Jun 20 16:20:50 from daffodil

SunOS Release 5.7 (GENERIC) #2: Tue Nov 14 18:09:31 EST 1998

boston[root]%

Kerberosユーザーコマンド
Kerberos V5製品は「シングルサインオン」システムです。つまり、1度だけパス
ワードを入力する必要があるという意味です。Kerberos V5プログラムがユーザーに
代わって認証 (オプションで暗号化も)行います。これは、Kerberosが、既存のよく
知られたネットワークプログラム群ごとに構築されているためです。Kerberos V5ア
プリケーションは、既存のUNIXネットワークプログラムにKerberos機能を追加し
たバージョンです。

たとえば、あるKerberosプログラムを使って特定のリモートホストに接続する場
合、そのプログラム、KDC、そのリモートホストの 3者は、一連のネゴシ
エーションをすばやく実行します。これらのネゴシエーションが正常終了した場
合、そのプログラムはリモートホストに対し、そのユーザーの身元をユーザーに代
わって証明したことになり、リモートホストはそのユーザーにアクセスを認可しま
す。

Kerberosコマンドは最初に、Kerberosを使用して認証しようとする点に注意してくだ
さい。Kerberos認証が失敗すると、エラーが発生するか、UNIX認証が試みられます
が、どちらになるかは、コマンドに指定されるオプションによって決まります。詳
細は、各 Kerberosコマンドのマニュアルページの「Kerberos Security」セクション
を参照してください。
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Kerberosコマンドの概要
Kerberosネットワークサービスは、インターネット上のほかのマシンと接続するプ
ログラムです。これらには、次のプログラムがあります。

■ ftp

■ rcp

■ rlogin

■ rsh

■ ssh

■ telnet

これらのプログラムは、Kerberosチケットを透過的に使って認証 (と暗号化)のネゴ
シエーションをリモートホストと行うための機能も備えています。それらを使用す
る際の変化といえば、多くの場合、パスワードを入力する必要がなくなったことに
気付くことぐらいです。このとき、Kerberosがユーザーに代わってユーザーの身元
証明を行なってくれています。

Kerberos V5ネットワークプログラムは、次の機能を実現するオプションを備えてい
ます。

■ 別のホストへチケットを転送します (最初に転送可能チケットを取得していた場
合)。

■ ユーザーとリモートホスト間で送受信されるデータを暗号化します。

注 –このセクションでは、読者がすでにこれらのKerberos以外のプログラムに慣れ親
しんでいることを前提に、Kerberos V5パッケージによって追加されたKerberos機能
だけに的を絞って説明しています。ここで説明するコマンドの詳細については、各
コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のKerberosオプションが、ftp、rcp、rlogin、rsh、および telnetに追加されてい
ます。

-a 既存のチケットを使用して自動ログインしようとしま
す。getlogin()によって返されたユーザー名を使用します。ただ
し、現在のユーザー IDと異なる場合には使用しません。詳細
は、telnet(1)のマニュアルページを参照してください。

-f 「再転送不可能な」チケットをリモートホストに転送します。この
オプションは、-Fオプションと互いに排他の関係にあります。つま
り、これらを同一コマンド内で同時に使用することはできません。
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3つ目のホスト上のほかのKerberosに基づくサービスに自身を認証
する必要がある場合、チケットを転送します。たとえば、ほかのマ
シンにリモートログインして、そこから 3つ目のマシンにリモート
ログインします。

リモートホスト上のホームディレクトリがKerberos V5を使用して
NFSマウントされている場合、転送可能チケットを使用する必要が
あります。そうしなかった場合、ホームディレクトリにアクセスで
きません。つまり、最初、システム 1にログインするものとしま
す。システム 3からホームディレクトリをマウントしたホームマシ
ン、システム 2にシステム 1からリモートログインします。rlogin

で -fまたは -Fオプションを使用しない場合、チケットがシステム 3
に転送されないため、ホームディレクトリを取得できません。

kinitはデフォルトで、転送可能なチケット認可チケット (TGT)を
取得します。ただし、このような構成を変更することは可能です。

チケットの転送の詳細は、535ページの「Kerberosチケットの転
送」を参照してください。

-F 「再転送可能な」TGTのコピーをリモートシステムに転送しま
す。このオプションは、-fと似ていますが、さらに先のマシン (た
とえば 4つ目や 5つ目のマシン)へのアクセスを可能とする点が異な
ります。したがって、-Fオプションは -fオプションの
スーパーセットであると考えられます。-Fオプションと -fオプ
ションは、互いに排他の関係にあります。つまり、これらを同一コ
マンド内で同時に使用することはできません。

チケットの転送の詳細は、535ページの「Kerberosチケットの転
送」を参照してください。

-k realm krb5.confファイルを使用してレルム自身を決定する代わりに、特
定の realm内のリモートホストのチケットを要求します。

-K チケットを使用してリモートホストへの認証を行いますが、自動ロ
グインは行いません。

-m mechanism /etc/gss/mechファイルの記載どおりに、使用するGSS-APIセ
キュリティーメカニズムを指定します。デフォルトは
kerberos_v5。

-x このセッションを暗号化します。

-X auth-type auth-typeタイプの認証を無効にします。

次の表は、コマンド固有のオプションを示します。「X」は、コマンドがそのオプ
ションを持つことを示します。
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表 24–1 ネットワークコマンドのKerberosオプション

ftp rcp rlogin rsh telnet

-a X

-f X X X X

-F X X X

-k X X X X

-K X

-m X

-x X X X X X

-X X

さらに、ftpでは、ftpのプロンプト対してコマンドを入力することでにセッション
の保護レベルを設定できます。

clear 保護レベルを「clear」(保護なし)に設定します。この保護レベルがデ
フォルトです。

private 保護レベルを「private」に設定します。データ転送は、暗号化により機密
性と完全性が保護されます。ただし、この機密サービスは、Kerberos
ユーザーによっては利用できない可能性もあります。

safe 保護レベルを「safe」に設定します。データ転送は、暗号チェックサムに
よって完全性が保護されます。

ftpプロンプトで protectと入力したあとに上記に示した保護レベル
(clear、private、または safe)のいずれかを入力して、保護レベルを設定することも
できます。

Kerberosチケットの転送
533ページの「Kerberosコマンドの概要」で説明したように、一部のコマンドで -fま
たは -Fオプションを使用するとチケットを転送できます。チケットを転送する
と、ネットワークトランザクションの「チェーン化」が可能となります。たとえ
ば、あるマシンにリモートログインして、そこから別のマシンにリモートログイン
できます。-fオプションではチケットを転送することができますが、-Fオプション
では転送済みのチケットを再転送することが可能です。

次の図では、ユーザー davidは kinitを使用して、転送不可能なチケット認可チ
ケット (TGT)を取得します。-fオプションを指定しなかったため、チケットは転送
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不可能なチケットです。シナリオ 1では、マシン Bにリモートログインできます
が、それ以上リモートログインできません。シナリオ 2の rlogin -fコマンドは失敗
します。なぜなら、彼は転送不可能なチケットを転送しようとしているからです。

実際にはデフォルトで、kinitが転送可能なチケットを取得するようにKerberos構成
ファイルが設定されます。ただし、ユーザーの構成はこれと異なっても構いませ
ん。説明するために、TGTが kinit -fで起動されないかぎり、kinitは転送可能な
TGTを取得しないと想定します。kinitには -Fオプションがないことに注意してく
ださい。TGTは、転送可能、転送不可能のいずれかです。

次の図では、ユーザー davidは、kinit -fを使用して、転送可能なTGTを取得しま
す。シナリオ 3では、rloginで転送可能なチケットを使用するため、マシンCに到
達できます。シナリオ 4の 2回目の rloginは、チケットが再転送可能ではないため
失敗します。シナリオ 5のように -Fオプションを代わりに使用すれば、2回目の
rloginは成功し、チケットがマシンDに再転送されます。

図 24–2 転送不可能なチケットの使用
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Kerberosコマンドの使用 (例)
次の例は、Kerberosコマンドのオプションの使用方法を示しています。

例 24–5 telnetで -a、-f、および -xオプションを使用する

この例では、ユーザー davidはすでにログインしており、マシン denver.example.com

に telnetしようとしています。彼は、-fオプションを使って既存のチケットを転送
し、-xオプションを使ってセッションを暗号化し、-aオプションを使って自動ログ
インを実行します。3つ目のホストのサービスを使用する予定はないため、ここでは
-Fではなく -fを使用しています。

% telnet -a -f -x denver.example.com

Trying 128.0.0.5...

Connected to denver.example.com. Escape character is ’^]’.

[ Kerberos V5 accepts you as "david@eng.example.com" ]

[ Kerberos V5 accepted forwarded credentials ]

SunOS 5.9: Tue May 21 00:31:42 EDT 2004 Welcome to SunOS

%

davidのマシンが、Kerberosを使用して denver.example.comに対する彼の認証を行
い、さらに自動ログインしている点に注意してください。彼は、暗号化された
セッションと、いつでも利用可能なチケットのコピーとを手に入れましたが、パス
ワードを入力する必要は一度もありませんでした。Kerberos以外のバージョンの
telnetを使用している場合、パスワードの入力を要求され、そのパスワードは暗号

図 24–3 転送可能チケットの使用
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例 24–5 telnetで -a、-f、および -xオプションを使用する (続き)

化されていないネットワーク上で送信されます。その時点で侵入者がネットワーク
トラフィックを監視していると、侵入者は davidのパスワードを知ることになりま
す。

Kerberosチケットを転送した場合、telnet (およびここで説明したその他のコマンド)
は、終了時にそのチケットを破棄します。

例 24–6 rloginで -Fオプションを使用する

ここでは、ユーザー jenniferが自身のマシン boston.example.comにログインするも
のとします。-Fオプションを使用して既存のチケットを転送し、-xオプションを使
用してセッションを暗号化します。bostonにログインしたあとで、再転送されるチ
ケットが必要な別のネットワークトランザクションを実行するために、-fではなく
-Fを選択します。また、既存のチケットを転送するので、パスワードを入力する必
要はありません。

% rlogin boston.example.com -F -x

This rlogin session is using encryption for all transmissions.

Last login Mon May 19 15:19:49 from daffodil

SunOS Release 5.9 (GENERIC) #2 Tue Nov 14 18:09:3 EST 2003

%

例 24–7 ftpで保護レベルを設定する

joeが ftpを使用して、マシン denver.example.comのディレクトリ ~joe/MAILから自
分宛てのメールを取得し、セッションを暗号化します。やり取りは次のようになり
ます。

% ftp -f denver.example.com

Connected to denver.example.com

220 denver.example.org FTP server (Version 6.0) ready.

334 Using authentication type GSSAPI; ADAT must follow

GSSAPI accepted as authentication type

GSSAPI authentication succeeded Name (daffodil.example.org:joe)

232 GSSAPI user joe@MELPOMENE.EXAMPLE.COM is authorized as joe

230 User joe logged in.

Remote system type is UNIX.

Using BINARY mode to transfer files.

ftp> protect private

200 Protection level set to Private

ftp> cd ~joe/MAIL

250 CWD command successful.

ftp> get RMAIL

227 Entering Passive Mode (128,0,0,5,16,49)

150 Opening BINARY mode data connection for RMAIL (158336 bytes).

226 Transfer complete. 158336 bytes received in 1.9 seconds (1.4e+02 Kbytes/s)

ftp> quit

%
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例 24–7 ftpで保護レベルを設定する (続き)

セッションを暗号化するために、joeは保護レベルを privateに設定しています。
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Kerberosサービス (参照)

この章では、Kerberos製品に組み込まれている多数のファイル、コマンド、および
デーモンを示します。また、Kerberos認証の機能についても詳細に説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 541ページの「Kerberosファイル」
■ 543ページの「Kerberosコマンド」
■ 544ページの「Kerberosデーモン」
■ 544ページの「Kerberosの用語」
■ 550ページの「Kerberos認証システムの動作方法」
■ 551ページの「Kerberosによるサービスへのアクセス」
■ 554ページの「Kerberos暗号化タイプの使用」
■ 556ページの「gsscredテーブルの使用」
■ 556ページの「Oracle Solaris KerberosとMIT Kerberosの大きな違い」

Kerberosファイル
このセクションでは、Kerberosサービスで使用されるファイルをいくつか示しま
す。

表 25–1 Kerberosファイル

ファイル名 説明

~/.gkadmin SEAMツールで新しい主体を作成するときのデフォル
ト値

~/.k5login Kerberosアカウントへのアクセスを許可する主体のリ
スト

/etc/krb5/kadm5.acl Kerberosアクセス制御リストファイル。KDC管理者の
主体名とそのKerberos管理特権を含みます

25第 2 5 章
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表 25–1 Kerberosファイル (続き)
ファイル名 説明

/etc/krb5/kadm5.keytab 廃止:このファイルはOracle Solaris 11リリースで削除さ
れました。

/etc/krb5/kdc.conf KDC構成ファイル

/etc/krb5/kpropd.acl Kerberosデータベース伝播構成ファイル

/etc/krb5/krb5.conf Kerberosレルム構成ファイル

/etc/krb5/krb5.keytab ネットワークアプリケーションサーバー用キータブ
ファイル

/etc/krb5/warn.conf Kerberosチケットの有効期限切れの警告と自動更新の
構成ファイル

/etc/pam.conf PAM構成ファイル

/tmp/krb5cc_uid デフォルト資格キャッシュ (uidはユーザーの 10進UID)

/tmp/ovsec_adm.xxxxxx パスワード変更操作の間だけ有効な一時資格
キャッシュ (xxxxxxはランダムな文字列)

/var/krb5/.k5.REALM KDC stashファイル。KDCマスター鍵のコピーを含みま
す

/var/krb5/kadmin.log kadmindのログファイル

/var/krb5/kdc.log KDCのログファイル

/var/krb5/principal Kerberos主体データベース

/var/krb5/principal.kadm5 Kerberos管理データベース。ポリシー情報を含みます

/var/krb5/principal.kadm5.lock Kerberos管理データベースのロックファイル

/var/krb5/principal.ok Kerberos主体データベースの初期化ファイルでKerberos
データベースの初期化が正常終了すると作成されます

/var/krb5/principal.ulog Kerberos更新ログ。増分伝播の更新を含みます

/var/krb5/slave_datatrans KDCのバックアップファイルで、kprop_scriptスクリ
プトが伝播時に使用します

/var/krb5/slave_datatrans_slave 指定した slaveに完全更新が行われるときに作成される
一時ダンプファイル

/var/user/$USER/krb-warn.conf
ユーザーごとのチケットの有効期限切れの警告と自動
更新の構成ファイル
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Kerberosコマンド
このセクションでは、Kerberos製品に含まれているコマンドの一部を示します。

表 25–2 Kerberosコマンド

コマンド 説明

/usr/bin/ftp ファイル転送プロトコルプログラム

/usr/bin/kdestroy Kerberosチケットを破棄します

/usr/bin/kinit Kerberosチケット認可チケットを取得し、キャッシュに格
納します

/usr/bin/klist 現在のKerberosチケットを表示します

/usr/bin/kpasswd Kerberosパスワードを変更します

/usr/bin/ktutil Kerberosキータブファイルを管理します

/usr/bin/kvno Kerberos主体の鍵のバージョン番号を一覧表示します

/usr/bin/rcp リモートファイルコピープログラム

/usr/bin/rlogin リモートログインプログラム

/usr/bin/rsh リモートシェルプログラム

/usr/bin/scp セキュアなリモートファイルコピープログラム

/usr/bin/sftp セキュアなファイル転送プログラム

/usr/bin/ssh セキュアなリモートログインプログラム

/usr/bin/telnet Kerberos telnetプログラム

/usr/lib/krb5/kprop Kerberosデータベース伝播プログラム

/usr/sbin/gkadmin Kerberosデータベース管理GUIプログラム。主体とポリ
シーの管理に使用されます

/usr/sbin/gsscred gsscredテーブルエントリを管理します

/usr/sbin/kadmin リモートKerberosデータベース管理プログラム (Kerberos
認証とともに実行)。主体、ポリシー、およびキータブ
ファイルの管理に使用されます

/usr/sbin/kadmin.local ローカルKerberosデータベース管理プログラム (Kerberos
認証なしで動作するが、マスターKDC上で実行する必要
がある)。主体、ポリシー、およびキータブファイルの管
理に使用されます
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表 25–2 Kerberosコマンド (続き)
コマンド 説明

/usr/sbin/kclient Kerberosクライアントのインストールスクリプトで、イン
ストールプロファイルとともに、またはなしで使用されま
す

/usr/sbin/kdb5_ldap_util Kerberosデータベースの LDAPコンテナを作成します

/usr/sbin/kdb5_util Kerberosデータベースと stashファイルを作成します

/usr/sbin/kgcmgr KerberosのマスターKDCとスレーブKDCを構成します

/usr/sbin/kproplog 更新ログ内の更新エントリのサマリーを一覧表示します

Kerberosデーモン
次の表は、Kerberos製品で使用されるデーモンの一覧です。

表 25–3 Kerberosデーモン

デーモン 説明

/usr/lib/inet/proftpd セキュアなファイル転送プロトコルデーモン

/usr/lib/ssh/sshd Secure Shellデーモン

/usr/lib/krb5/kadmind Kerberosデータベース管理デーモン

/usr/lib/krb5/kpropd Kerberosデータベース伝播デーモン

/usr/lib/krb5/krb5kdc Kerberosチケット処理デーモン

/usr/lib/krb5/ktkt_warnd Kerberosチケットの有効期限切れの警告と自動更新の
デーモン

/usr/sbin/in.rlogind リモートログインデーモン

/usr/sbin/in.rshd リモートシェルデーモン

/usr/sbin/in.telnetd telnetデーモン

Kerberosの用語
このセクションでは、Kerberosの用語とその定義について説明します。これらの用
語は、Kerberosのドキュメント全体で使用されます。Kerberosの概念を理解するに
は、これらの用語を理解する必要があります。
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Kerberos固有の用語
KDCを管理するには、このセクションで説明する用語を理解する必要があります。

「鍵配布センター (Key Distribution Center、KDC)」は、資格の発行を担当する
Kerberosのコンポーネントです。資格は、KDCデータベースに格納されている情報
に基づいて作成されます。各レルムには 2つ以上のKDCサーバー (マスターと 1つ以
上のスレーブ)が必要です。すべてのKDCが資格を生成できますが、KDCデータ
ベースを変更できるのはマスターKDCだけです。

KDCのマスター鍵は stashファイルに含まれています。サーバーがリブートされる
と、この鍵を使用してKDCが自動的に認証されて、kadmindおよび krb5kdcコマンド
がブートされます。このファイルにはマスター鍵が入っているため、このファイル
やバックアップは安全な場所に保管する必要があります。ファイルは、rootの読み
取り専用のアクセス権で作成されます。ファイルをセキュリティー保護するに
は、アクセス権を変更しないでください。ファイルの保護が破られると、この鍵を
使用してKDCデータベースのアクセスや変更が可能になります。

認証固有の用語
認証処理を理解するには、このセクションで説明する用語を理解する必要がありま
す。プログラマやシステム管理者はこれらの用語に精通している必要があります。

「クライアント」とは、ユーザーのワークステーションで動作するソフトウェアで
す。クライアントで動作するKerberosソフトウェアは、処理中に多数の要求を作成
します。このため、Kerberosソフトウェアとユーザーの動作を区別することが重要
です。

「サーバー」と「サービス」という用語はよく同じ意味で使われます。明確に定義
すると、「サーバー」は、Kerberosソフトウェアが動作する物理システムで
す。「サービス」とは、サーバー上でサポートされる特定の機能 (ftpや nfs)で
す。サーバーがサービスの一部として記述されることがよくありますが、これはこ
れらの用語の定義をあいまいにします。そのため、サーバーという用語は、物理シ
ステムを指します。サービスという用語は、ソフトウェアを指します。

Kerberos製品は 2種類の鍵を使用します。1つはパスワード由来の鍵です。パス
ワード由来の鍵は、各ユーザー主体に与えられ、そのユーザーとKDCだけに知られ
ています。Kerberos製品が使用するもう 1つの鍵は、パスワードとの関連性がないラ
ンダム鍵です。そのため、ユーザー主体による使用には適しません。通常、ランダ
ム鍵は、キータブにエントリがあり、KDCによって作成されるセッション鍵を持つ
サービス主体で使用されます。サービスは非対話形式での実行を許可するキータブ
ファイル内の鍵にアクセスできるため、サービス主体はランダム鍵を使用できま
す。セッション鍵は、クライアントとサービス間のトランザクションを保護するた
めにKDCによって生成され、クライアントとサービス間で共有されます。
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「チケット」は、ユーザーの識別情報をサーバーやサービスに安全に渡すために使
用される情報パケットです。チケットは、単一クライアントと特定サーバー上の特
定サービスだけに有効です。チケットには、次のものが含まれます。

■ サービスの主体名
■ ユーザーの主体名
■ ユーザーのホストの IPアドレス
■ タイムスタンプ
■ チケットの有効期限を定義する値
■ セッション鍵のコピー

これらのすべてのデータは、サーバーのサービス鍵に暗号化されます。KDCは、次
に説明する資格に組み込まれたチケットを発行します。チケットは、発行されてか
ら有効期限まで再使用できます。

「資格」は、チケットとそれに対応するセッション鍵を含む情報パケットです。資
格は要求する主体の鍵で暗号化されます。一般的に、KDCはクライアントからのチ
ケット要求に応じて資格を生成します。

「オーセンティケータ (authenticator)」は、クライアントのユーザー主体を認証する
ためにサーバーが使用する情報です。オーセンティケータは、ユーザーの主体
名、タイムスタンプ、およびその他のデータを含みます。チケットとは異な
り、オーセンティケータは一度しか使用できません。通常、サービスへのアクセス
が要求されたときに使用されます。オーセンティケータは、クライアントと
サーバーが共有するセッション鍵を使用して暗号化されます。通常、クライアント
が、オーセンティケータを作成し、サーバーまたはサービスに対して認証するため
にサーバーまたはサービスのチケットとともに送信します。

チケットの種類
チケットには、チケットがどのように使用されるかを決めるプロパティーがありま
す。これらのプロパティーは、チケットの作成時にチケットに割り当てられま
す。ただし、チケットのプロパティーはあとから変更できます。たとえば、チ
ケットは、転送可能から転送済みに変更できます。チケットのプロパティーを表示
するには、klistコマンドを使用します525ページの「Kerberosチケットの表示」を
参照してください。

チケットは、次の 1つまたは複数のプロパティーで表されます。

転送可能/転送済み 転送可能チケットはホストからホストに転送されま
す。これによって、クライアントはふたたび認証を受け
る必要がありません。たとえば、ユーザー davidが
ユーザー jenniferのマシンで転送可能チケットを取得し
た場合、davidは自分のマシンにログインするときに新し
いチケットを取得する必要はありません (ふたたび認証を
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受けることもありません)。転送可能チケットの例につい
ては、例 24–1を参照してください。

初期 初期チケットは、チケット認可チケットを使わずに直接
発行されるチケットです。パスワードを変更するアプリ
ケーションなどの一部のサービスでは、クライアントが
非公開鍵を知っていることを確認するために、初期と指
定されたチケットを要求することができます。初期チ
ケットは、チケット認可チケットを使用せずに、クライ
アントが最近認証されたことを証明します。チケット認
可チケットの場合は、認証されてから時間が経っている
可能性があります。

無効 無効チケットは、まだ使用可能になっていない遅延チ
ケットです。無効チケットは、有効になるまでアプリ
ケーションサーバーから拒否されます。チケットが検証
されるには、その開始時間が過ぎたあとに VALIDATEフラ
グを設定して、クライアントがチケット認可サービスリ
クエストでそのチケットをKDCに提示する必要がありま
す。

遅延可能/遅延 遅延チケットは、作成されても指定された時期まで有効
にならないチケットです。たとえばこのようなチケット
は、夜遅く実行するバッチジョブに使用するのに便利で
す。チケットが盗まれてもバッチジョブが実行される予
定の時刻まで使用できないためです。遅延チケット
は、無効チケットとして発行され、開始時間を過ぎ
て、クライアントがKDCによる検査を要求したときに有
効になります。遅延チケットは通常、チケット認可チ
ケットの有効期限まで有効です。ただし、チケットに更
新可能が指定されている場合、その最長有効期限は通
常、チケット認可チケットの最長有効期限と同じに設定
されます。

プロキシ可能/プロキシ 場合によっては、サービスがそれ自身のために操作でき
ることが主体にとって必要な場合があります。チケット
を作成するときには、プロキシの主体名を指定する必要
があります。Oracle Solarisリリースでは、プロキシ可能
またはプロキシチケットをサポートしていません。

プロキシ可能チケットは転送可能チケットに似ています
が、プロキシ可能チケットが 1つのサービスに対しての
み有効であることに対し、転送可能チケットはサービス
に対しクライアントの識別情報の完全な使用を許可しま
す。したがって、転送可能チケットは一種のスーパープ
ロキシと考えられます。
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更新可能 チケットに非常に長い有効期限を与えるとセキュリ
ティーを損なう恐れがあるため、チケットを「更新可
能」にできます。更新可能チケットには 2つの有効期限
があります。 1つはチケットの現在のインスタンスの有
効期限で、もう 1つは任意のチケットの最長有効期限 (1
週間)です。クライアントがチケットの使用を継続すると
きは、最初の有効期限が切れる前にチケットの有効期限
を更新します。たとえば、すべてのチケットの最長有効
期限が 10時間のときに、あるチケットが 1時間だけ有効
だとします。このチケットを保持するクライアントが 1
時間を超えて使用する場合は、その時間内にチケットの
有効期限を更新する必要があります。チケットが最長有
効期限 (10時間)に達すると、チケットの有効期限が自動
的に切れ、それ以上更新できなくなります。

チケットの属性を表示する方法については、525ページの「Kerberosチケットの表
示」を参照してください。

チケットの有効期限
主体がチケット (チケット認可チケット (TGT)を含む)を取得すると、チケットの有
効期限は常に、次の有効期限の値の最小値に設定されます。

■ kinitを使用してチケットを取得する場合、kinitの -lオプションに指定した有
効期限値。デフォルトで、kinitは最長有効期限値を使用します。

■ kdc.confファイルに指定されている最長有効期限値 (max_life)。
■ チケットを提供するサービス主体に対しKerberosデータベースに指定されている
最長有効期限値。kinitの場合、サービス主体は krbtgt/realm。

■ チケットを要求するユーザー主体に対しKerberosデータベースに指定されている
最長有効期限値。

図 25–1は、TGTの有効期限の決定方法と 4つの有効期限値の指定元を示していま
す。この図はTGTの有効期限がどのようにして決まるかを示しますが、基本的に
は、どの主体がチケットを取得する場合でも同じです。違いは、kinitで有効期限値
を指定しないことと、krbtgt/realm主体の代わりに、チケットを提供するサービス
主体が最長有効期限値を提供することのみです。

Kerberosの用語

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月548



更新可能チケットの有効期限も次の 4つの最小値で決まります。ただし、この場合
は更新可能有効期限が使用されます。

■ kinitを使用してチケットを取得または更新する場合、kinitの -rオプションに
指定した更新可能有効期限値。

■ kdc.confファイルに指定された更新可能最長有効期限値 (max_renewable_life)。
■ チケットを提供するサービス主体に対しKerberosデータベースに指定されている
更新可能最長有効期限値。kinitの場合、サービス主体は krbtgt/realm。

■ チケットを要求するユーザー主体に対しKerberosデータベースに指定されている
更新可能最長有効期限値。

Kerberos主体名
チケットは主体名で識別され、主体名はユーザーやサービスを識別します。次の表
に主体名の例を示します。

表 25–4 Kerberos主体名の例

主体名 説明

changepw/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM パスワードを変更するときに、KDCにアクセスできるマスター
KDCの主体。

clntconfig/admin@EXAMPLE.COM kclientインストールユーティリティーで使用される主体。

図 25–1 TGTの有効期限の決定方法
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表 25–4 Kerberos主体名の例 (続き)
主体名 説明

ftp/boston.example.com@EXAMPLE.COM ftpサービスによって使用される主体。この主体は host主体の
代わりに使用できます。

host/boston.example.com@EXAMPLE.COM Kerberosアプリケーション (klist、kpropなど)およびサービス
(ftp、telnetなど)によって使用される主体。この主体は host

またはサービス主体と呼ばれます。主体はNFSマウントの認証
に使用されます。この主体はまた、クライアントが受け取った
TGTが正しいKDCから発行されたものであることを確認する
ためにも使用されます。

K/M@EXAMPLE.COM マスター鍵名の主体。各マスターKDCには、1つのマスター鍵
名の主体が関連付けられます。

kadmin/history@EXAMPLE.COM この主体に含まれる鍵を使用して、ほかの主体のパスワード履
歴が保管されます。各マスターKDCには、これらの主体のいず
れかが割り当てられます。

kadmin/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM kadmindを使用してKDCにアクセスできるマスターKDC
サーバーの主体。

kadmin/changepw.example.com@EXAMPLE.COM Oracle Solarisリリースが動作していないクライアントからのパ
スワード変更要求の受け入れに使用される主体。

krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM この主体を使用して、チケット認可チケットを生成します。

krbtgt/EAST.EXAMPLE.COM@WEST.EXAMPLE.COM この主体は、レルム間チケット認可チケットの例です。

nfs/boston.example.com@EXAMPLE.COM NFSサービスによって使用される主体。この主体は host主体の
代わりに使用できます。

root/boston.example.com@EXAMPLE.COM クライアントの rootアカウントに関連付けられた主体。この主
体は、root主体と呼ばれ、NFSがマウントされたファイルシス
テムへの rootアクセスを提供します。

username@EXAMPLE.COM ユーザー用の主体。

username/admin@EXAMPLE.COM KDCデータベースを管理するために使用できる admin主体。

Kerberos認証システムの動作方法
アプリケーションを使用してリモートシステムにログインするには、識別情報を証
明するチケットとそれに対応するセッション鍵を指定する必要がありま
す。セッション鍵には、ユーザーやアクセスするサービスに特有の情報が含まれて
います。ユーザーすべてのチケットとセッション鍵は、ユーザーが最初にログイン
するときにKDCによって作成されます。チケットとそれに対応するセッション鍵が
1つの資格となります。複数のネットワークサービスを使用する場合に
は、ユーザーは多数の資格を収集できます。ユーザーは特定のサーバーで動作する
サービスごとに 1つの資格を必要とします。たとえば、bostonというサーバー上の
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ftpサービスにアクセスするには 1つの資格が必要です。別のサーバー上の ftp

サービスにアクセスするには、別の資格が必要です。

資格の作成や格納は透過的に行われます。資格はKDCによって作成され、要求者に
送信されます。資格は、受信されると資格キャッシュに格納されます。

KerberosサービスによるDNSおよびnsswitchサービスと
の対話処理方法

Kerberosサービスは、ホスト名の解決にDNSを使用するようにコンパイルされてい
ます。ホスト名の解決が行われる場合、nsswitchサービスは一切確認されません。

Kerberosによるサービスへのアクセス
特定のサーバー上の特定のサービスにアクセスする場合、ユーザーは 2つの資格を
取得する必要があります。最初はTGTとして知られるチケット認可チケットに対す
る資格です。チケット認可サービスは、この資格の暗号を解除すると、ユーザーか
らアクセスを要求されているサーバーの資格をさらに作成します。ユーザーは、こ
の 2つめの資格を使用してサーバー上のサービスへのアクセスを要求しま
す。サーバーがこの資格の暗号を解除すると、ユーザーはアクセスを許可されま
す。次のセクションでは、このプロセスを詳細に説明します。

チケット認可サービスに対する資格の取得
1. 認証処理を開始するために、クライアントが特定のユーザー主体の要求を認証
サーバーに送信します。この要求の送信では暗号は使用されません。要求にはセ
キュリティーにかかわる情報が含まれていないため、暗号を使う必要はありませ
ん。

2. 認証サービスは要求を受信すると、ユーザーの主体名をKDCデータベースから
検索します。主体がデータベースのエントリに一致すると、認証サービスはその
主体の非公開鍵を取得します。次に認証サービスは、クライアントとチケット認
可サービスが使用するセッション鍵 (セッション鍵 1)とチケット認可サービス用
のチケット (チケット 1)を生成します。このチケットを「チケット認可チケット
(TGT)」ともいいます。セッション鍵とチケットはユーザーの非公開鍵を使って
暗号化され、情報がクライアントに返送されます。

3. クライアントは、ユーザー主体の非公開鍵を使用して、この情報からセッション
鍵 1とチケット 1の暗号を解除します。非公開鍵を知っているのはユーザーと
KDCデータベースだけである必要があるため、パケットの情報は安全に保たれな
ければなりません。クライアントはこの情報を資格キャッシュに格納します。
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この処理中に、ユーザーは通常、パスワードを要求されます。非公開鍵を作成する
ために使用された、KDCデータベースに格納されているパスワードが、ユーザーが
指定したパスワードと同じであると、認証サービスから送信された情報は正しく復
号化されます。これでクライアントは、チケット認可サービスに対して使用する資
格を取得します。次にクライアントはサーバーに対する資格を要求します。

サーバーに対する資格の取得
1. 特定のサーバーにアクセスするには、クライアントがその前にサーバーに対する
資格を認証サービスから取得している必要があります。551ページの「チケット
認可サービスに対する資格の取得」を参照してください。次にクライアント
は、チケット認可サービスに要求を送信します。この要求には、サービス主体
名、チケット 1およびセッション鍵 1で暗号化されたオーセンティケータが含ま
れています。チケット 1は、チケット認可サービスのサービス鍵を使用して認証
サービスによって暗号化されたものです。

2. チケット認可サービスはチケット認可サービスのサービス鍵を知っているた
め、チケット 1の暗号を解除できます。チケット 1の情報にはセッション鍵 1が
含まれているため、チケット認可サービスはオーセンティケータの暗号を解除で
きます。この時点で、ユーザー主体はチケット認可サービスによって認証されま
す。

3. 認証が正常に終了すると、チケット認可サービスは、ユーザー主体とサーバーに
対するセッション鍵 (セッション鍵 2)とサーバーに対するチケット (チケット 2)
を生成します。次にセッション鍵 2とチケット 2はセッション鍵 1を使って暗号

図 25–2 チケット認可サービスに対する資格の取得
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化されます。セッション鍵 1を知っているのはクライアントとチケット認可
サービスだけであるため、この情報は安全であり、ネットワークを介して安全に
送信されます。

4. クライアントはこの情報パケットを受信すると、前に資格キャッシュに格納した
セッション鍵 1を使用して情報を復号化します。クライアントは、サーバーに対
して使用する資格を取得したことになります。次にクライアントは、その
サーバーの特定のサービスにアクセスする要求を行います。

特定のサービスへのアクセス権の取得
1. クライアントが特定のサービスへのアクセスを要求するには、まず認証
サーバーからチケット認可サービスに対する資格を取得し、チケット認可サービ
スからサーバー資格を取得する必要があります。551ページの「チケット認可
サービスに対する資格の取得」および 552ページの「サーバーに対する資格の取
得」を参照してください。次に、クライアントは、チケット 2と別のオーセン
ティケータを含む要求をサーバーに送信します。オーセンティケータは
セッション鍵 2を使用して暗号化されます。

2. チケット 2は、サービスのサービス鍵を使用してチケット認可サービスによって
暗号化されています。サービス鍵はサービス主体が知っているため、サービスは
チケット 2を復号化し、セッション鍵 2を取得できます。次に、セッション鍵 2

図 25–3 サーバーに対する資格の取得
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を使用してオーセンティケータが復号化されます。オーセンティケータが正しく
復号化されると、サービスへのアクセスがクライアントに許可されます。

Kerberos暗号化タイプの使用
暗号化タイプは、暗号処理が実行されるときに使用する暗号アルゴリズムとモード
を特定します。aes、des3-cbc-sha1、および rc4-hmac暗号化タイプによって、より
強固な暗号処理のために使用される鍵を作成できます。これらの強固な操作によ
り、Kerberosサービスのセキュリティー全体が向上します。

クライアントがKDCにチケットを要求する場合、KDCはクライアントとサーバーで
互換性のある暗号化タイプの鍵を使用する必要があります。Kerberosプロトコルで
は、KDCがチケット応答のクライアント部分に対して特定の暗号化タイプを使用す
るようクライアントが要求することができます。しかし、サーバーがKDCに対して
暗号化タイプを指定することはできません。

注 – Solaris 10が動作していないマスターKDCがインストールされている場合は、マ
スターKDCをアップグレードする前に、スレーブKDCを Solaris 10にアップグ
レードする必要があります。Solaris 10のマスターKDCでは、古いスレーブが処理で
きない新しい暗号化タイプが使用されます。

次に、暗号化タイプを変更する前に考慮する必要があるいくつかの問題を説明しま
す。

■ KDCでは、主体データベースのサーバー主体エントリに関連する最初の鍵/暗号
化タイプはサーバーによってサポートされているものとします。

■ KDC上で、主体に対して生成される鍵が、主体が認証されるシステムと互換性が
あるかを確認してください。デフォルトで、kadminコマンドは、サポートされる
すべての暗号化タイプの鍵を生成します。主体を使用するシステムがこの暗号化

図 25–4 特定のサービスへのアクセス権の取得
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タイプのデフォルトのセットをサポートしていない場合、主体の作成時に暗号化
タイプを制限する必要があります。暗号化タイプは、kadmin addprincで -eフラ
グを使用するか、または kdc.confファイルの supported_enctypesパラメータを設
定することで、そのサブセットに制限できます。Kerberosレルムの大部分のシス
テムがデフォルトの暗号化タイプのサブセットをサポートしている場合
に、supported_enctypesパラメータを使用します。supported_enctypesの設定で
は、kadmin addprincが特定のレルムに対して主体を作成するときに使用する暗号
化タイプのデフォルトのセットが指定されます。一般的に、これら 2つの方法の
うち 1つを使用して、Kerberosが使用する暗号化タイプを制御します。

■ システムがサポートする暗号化タイプを決定するときは、システムで実行する
Kerberosのバージョンと、サーバー主体の作成対象のサーバーアプリケーション
がサポートする暗号アルゴリズムとを考慮します。たとえば、nfs/hostname

サービス主体を作成するときは、ホスト上のNFSサーバーがサポートするタイプ
に暗号化タイプを制限します。Solaris 10リリースでは、サポートされるすべての
Kerberos暗号化タイプがNFSサーバーでもサポートされることに注意してくださ
い。

■ kdc.confファイルの master_key_enctypeパラメータを使用して、主体データ
ベースのエントリを暗号化するマスター鍵の暗号化タイプを制御できます。KDC
主体データベースが既に作成済みの場合は、このパラメータを使用しないでくだ
さい。データベースの作成時に master_key_enctypeパラメータを使用して、デ
フォルトのマスター鍵の暗号化タイプを des-cbc-crcからより強固な暗号化タイ
プに変更できます。スレーブKDCを構成するときに、すべてのスレーブKDCが
選択された暗号化タイプをサポートし、それらの kdc.confに同一の
master_key_enctypeエントリがあることを確認してください。ま
た、supported_enctypesが kdc.confで設定されている場合
は、master_key_enctypeが supported_enctypesの暗号化タイプのうちの 1つに設
定されていることも確認してください。これらの問題のいずれかが適切に処理さ
れない場合、マスターKDCはスレーブKDCと連携できない可能性があります。

■ クライアント上で、krb5.confのパラメータのいくつかを使用して、KDCからチ
ケットを取得するときにクライアントが要求する暗号化タイプを制御できま
す。default_tkt_enctypesパラメータには、クライアントがKDCからチケット認
可チケット (TGT)を要求するときに使用する暗号化タイプを指定します。TGT
は、より効果的な方法でほかのサーバーチケットを取得するためにクライアント
により使用されます。default_tkt_enctypesを設定すると、クライアントがTGT
を使用してサーバーチケットを要求する (TGS要求と呼ばれる)ときに、クライア
ントとKDC間の通信を保護するために使用される暗号化タイプを一部制御でき
ます。default_tkt_enctypesに指定された暗号化タイプは、KDC上に格納された
主体データベース内の主体鍵の暗号タイプのうち少なくとも 1つに一致する必要
があることに注意してください。一致しない場合、TGT要求は失敗します。多く
の場合、このパラメータは、相互運用性の問題の原因になるた
め、default_tkt_enctypesを設定しないようにします。デフォルトで、クライア
ントコードは、サポートされるすべての暗号化タイプとKDCが、KDCにより主
体データベースで検出された鍵に基づく暗号化タイプを選択するように要求しま
す。

Kerberos暗号化タイプの使用
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■ default_tgs_enctypesパラメータは、サーバーチケットの取得に使用されるTGS
要求でクライアントが要求する暗号化タイプを制限します。このパラメータ
は、クライアントとサーバーが共有するセッション鍵を作成するときにKDCが
使用する暗号化タイプも制限します。たとえば、NFSをセキュリティー保護する
ときに 3DES暗号化のみを使用する場合は、default_tgs_enctypes =
des3-cbc-sha1と設定します。クライアントとサーバーの主体が、主体データ
ベース内に des-3-cbc-sha1鍵を持っていることを確認してくださ
い。default_tkt_enctypeと同様に、多くの場合でこの設定をしないようにしま
す。資格がKDCとサーバーの両方で適切に設定されていないと、相互運用性の
問題の原因となるためです。

■ サーバー上で、kdc.confの permitted_enctypesを使用して、サーバーが受け入れ
る暗号化タイプを制御できます。さらに、keytabエントリを作成するときに使用
される暗号化タイプを指定できます。一般的に、これらの方法のいずれかを使用
して暗号化タイプを制御したり、代わりに、使用する暗号化タイプをKDCに決
定させたりしないようにします。KDCはサーバーアプリケーションと通信しない
で、使用する鍵や暗号化タイプを決定するためです。

gsscredテーブルの使用
デフォルトのマッピングでは十分でないとき、NFSサーバーは gsscredテーブルを使
用して、Kerberosユーザーを識別します。NFSサービスは、UNIX IDを使用して
ユーザーを識別します。UNIX IDは、ユーザー主体または資格には含まれませ
ん。gsscredテーブルは、パスワードファイルから得られるGSS資格をUNIX IDに追
加してマッピングするテーブルです。このテーブルは、KDCデータベースを生成し
たあとに作成および開始する必要があります。詳細は、374ページの「GSS資格の
UNIX資格へのマッピング」を参照してください。

クライアントの要求が到着すると、NFSサービスは主体名をUNIX IDにマッピング
しようとします。このマッピングに失敗した場合、gsscredテーブルが確認されま
す。

Oracle Solaris KerberosとMIT Kerberosの大きな違い
Solaris 10バージョンのKerberosサービスはMIT Kerberosバージョン 1.2.1に基づいて
います。次に、Solaris 10リリースに含まれ、MIT 1.2.1バージョンには含まれない拡
張機能の一覧を示します。

■ Oracle SolarisリモートアプリケーションのKerberosサポート
■ KDCデータベースの増分伝播
■ クライアント構成スクリプト
■ 地域対応のエラーメッセージ
■ Oracle Solaris監査レコードのサポート

gsscredテーブルの使用
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■ GSS-APIを使用するKerberosのスレッドに対して安全な使用法
■ 暗号化のための暗号化フレームワークの使用

このバージョンにはMIT 1.2.1以後のバグ修正もいくつか含まれています。特
に、1.2.5 btreeのバグ修正および 1.3 TCPサポートが追加されました。

Oracle Solaris KerberosとMIT Kerberosの大きな違い
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Oracle Solarisでの監査
このセクションでは、監査サブシステムの構成、管理、および使用に関する情報
を提供します。

■ 第 26章「監査 (概要)」
■ 第 27章「監査の計画」
■ 第 28章「監査の管理 (タスク)」
■ 第 29章「監査 (参照)」
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監査 (概要)

Oracle Solarisの監査サブシステムは、システムがどのように使用されているかについ
てのレコードを保持しています。監査サービスには、監査データの分析を支援する
ツールが含まれています。

この章では、Oracle Solarisでの監査機能について説明します。

■ 561ページの「監査とは」
■ 562ページの「監査の用語と概念」
■ 571ページの「監査とセキュリティーとの関連」
■ 572ページの「監査の機能」
■ 573ページの「監査の構成方法」
■ 574ページの「Oracle Solarisゾーンを含むシステムでの監査」
■ 575ページの「このリリースでの監査サービスについて」

計画の提案については、第 27章「監査の計画」を参照してください。使用している
システムで監査を構成する手順については、第 28章「監査の管理 (タスク)」を参照
してください。参照情報については、第 29章「監査 (参照)」を参照してください。

監査とは
監査とは、システムリソースの使用状況に関するデータを収集することです。監査
データは、セキュリティーに関連するシステムイベントの記録を提供します。この
データは、ホストで発生する動作に対する責任の割り当てに使用できます。監査を
正常に機能させるには、識別と認証という 2つのセキュリティー機能が重要で
す。ログインのたびに、ユーザーがユーザー名を指定して PAM認証が成功する
と、一意で変更不可能な監査ユーザー IDが生成されてそのユーザーに関連付けられ
るとともに、一意の監査セッション IDが生成されてそのユーザーのプロセスに関連
付けられます。監査セッション IDは、そのログインセッション中に起動されるすべ
てのプロセスに継承されます。ユーザーが別のユーザーに切り替えても、すべての
ユーザーアクションが同じ監査ユーザー IDで追跡されます。IDの切り替えについて
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の詳細は、su(1M)のマニュアルページを参照してください。デフォルトでは、シス
テムのブートやシャットダウンなどの特定のアクションは常に監査されます。

監査サービスを使うと、次のことが可能になります。

■ ホスト上で発生するセキュリティーに関係するイベントのモニタリング
■ ネットワーク全体の監査トレールへのイベントの記録
■ 誤った使用または権限のない動作の検出
■ アクセスパターンの確認と、ユーザーおよびオブジェクトのアクセス履歴の調査
■ 保護メカニズムを迂回しようとする操作の検出
■ ユーザーが IDを変更するときに発生する特権の拡大使用の検出

監査の用語と概念
監査サービスでは、次の用語が使用されています。定義によっては、より詳細な説
明への参照先も示します。

監査クラス 監査イベントのグループ。監査クラスは、監査対象のイベ
ントのグループの選択方法を提供します。

詳細は、566ページの「監査クラスおよび事前選択」、お
よび audit_flags(5)、audit_class(4)、audit_event(4)の各
マニュアルページを参照してください。

監査ファイルシステム バイナリ形式の監査ファイルのリポジトリ。

詳細は、568ページの「監査ログ」および audit.log(4)の
マニュアルページを参照してください。

監査イベント 監査可能なセキュリティー関連のシステム動作。選択を容
易にするために、イベントは監査クラスにグループ化され
ます。

詳細は、565ページの「監査イベント」および
audit_event(4)のマニュアルページを参照してください。

監査フラグ コマンドまたはキーワードへの引数として指定される監査
クラス。フラグには、このクラスが成功 (+)または失敗 (-)
について監査されることを示すプラス記号またはマイナス
記号の接頭辞を付けることができます。直前のキャレット
(^)は、成功を監査対象としない (^+)か、または失敗を監
査対象としない (^-)ことを示します。

詳細は、audit_flags(5)のマニュアルページおよび 660
ページの「監査クラスの構文」を参照してください。

監査の用語と概念
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監査プラグイン キュー内の監査レコードを指定された場所に転送するモ
ジュール。audit_binfileプラグインは、バイナリ監査
ファイルを作成します。バイナリファイルは、監査ファイ
ルシステム上に格納される監査トレールを構成しま
す。audit_remoteプラグインは、バイナリ監査レコードを
リモートリポジトリに送信します。audit_syslogプラグイ
ンは、選択された監査レコードを syslogログ内に集計し
ます。

詳細は、567ページの「監査プラグインモジュール」、お
よび audit_binfile(5)、audit_remote(5)、audit_syslog(5)
の各モジュールのマニュアルページを参照してください。

監査ポリシー サイトで有効または無効を指定できる監査オプションの
セット。特定の種類の監査データを記録するかどうかのオ
プションがあります。また、これらのオプションには、監
査キューがいっぱいになったときに監査可能なアクション
を中断するかどうかの指定も含まれます。

詳細は、585ページの「監査ポリシーについて」および
auditconfig(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

監査レコード 監査キュー内に収集された監査データ。1つの監査レ
コードにつき 1つの監査イベントが記述されます。各監査
レコードは、一連の監査トークンから構成されます。

詳細は、567ページの「監査レコードと監査トークン」お
よび audit.log(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。

監査トークン 監査レコードまたはイベントのフィールド。各監査トーク
ンには、監査イベントの 1つの属性 (ユーザー、プログラ
ム、その他のオブジェクトなど)が記述されます。

詳細は、667ページの「監査トークンの形式」および
audit.log(4)のマニュアルページを参照してください。

監査トレール デフォルトのプラグイン audit_binfileを使用するすべて
の監査対象システムからの監査データを格納する 1つ以上
の監査ファイルの集合。

詳細は、665ページの「監査トレール」を参照してくださ
い。

監査の用語と概念
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ローカル監査 ローカルシステム上で生成された監査レコードの収集。レ
コードは、大域ゾーンまたは非大域ゾーン、あるいはその
両方で生成される場合があります。

詳細は、567ページの「監査プラグインモジュール」を参
照してください。

事後選択 監査トレール内のどの監査イベントを検査するかの選
択。デフォルトのアクティブなプラグイン audit_binfile

によって監査トレールが作成されます。事後選択ツールで
ある auditreduceコマンドは、監査トレールからレコード
を選択します。

詳細は、auditreduce(1M)と praudit(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

事前選択 どの監査クラスをモニターするかの選択。事前選択された
監査クラスの監査イベントが監査キュー内に収集されま
す。事前選択されていない監査クラスは監査されないた
め、それらのイベントはキューに入りません。

詳細は、566ページの「監査クラスおよび事前選択」、お
よび audit_flags(5)と auditconfig(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

公開オブジェクト rootユーザーによって所有され、すべてのユーザーが読
み取ることのできるファイル。たとえば、/etcディレク
トリと /usr/binディレクトリは公開オブジェクトで
す。公開オブジェクトの読み取り専用イベントは監査され
ません。たとえば、file_read (fr)監査フラグが事前選択
されている場合でも、公開オブジェクトの読み取り動作は
監査されません。public監査ポリシーオプションを変更
すると、デフォルトをオーバーライドできます。

リモート監査 アクティブな audit_remoteプラグインが構成されている
監査対象のシステムから監査レコードを受信して格納する
監査リモートサーバー (ARS)。監査対象システムをARSと
区別するには、監査対象システムを「ローカルで監査され
るシステム」と呼ぶことができます。

詳細は、auditconfig(1M)のマニュアルページにある
-setremoteオプションおよび662ページの「監査リモート
サーバー」を参照してください。

監査の用語と概念
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監査イベント
監査イベントは、システム上の監査可能なアクションを表します。監査イベント
は、/etc/security/audit_eventファイルに指定します。各監査イベントは、システ
ムコールまたはユーザーコマンドに接続され、1つ以上の監査クラスに割り当てられ
ます。audit_eventファイルの形式については、audit_event(4)のマニュアルページ
を参照してください。

たとえば、AUE_EXECVE監査イベントは、 execve()システムコールを監査します。コ
マンド auditrecord -e execveは、このエントリを表示します。

execve

system call execve See execve(2)

event ID 23 AUE_EXECVE

class ps,ex (0x0000000040100000)

header

path

[attribute] omitted on error

[exec_arguments] output if argv policy is set

[exec_environment] output if arge policy is set

subject

[use_of_privilege]

return

監査クラス psと監査クラス exのどちらかを事前選択した場合は、すべての execve()

システムコールが監査キュー内に記録されます。

監査は、ユーザーに起因するイベントとユーザーに起因しないイベントを処理しま
す。監査ポリシーでは、次のように、イベントが同期イベントと非同期イベントに
分割されます。

■ ユーザーに起因するイベント –ユーザーによって起こるイベント。execve()シス
テムコールはユーザーに起因させることができるため、その呼び出しは
ユーザーに起因するイベントと見なされます。ユーザーに起因するイベントはす
べて、同期イベントです。

■ ユーザーに起因しないイベント –カーネル割り込みレベルで、またはユーザーが
認証される前に発生するイベント。na監査クラスは、ユーザーに起因しない監査
イベントを処理します。たとえば、システムのブートは、ユーザーに起因しない
イベントです。ユーザーに起因しないイベントは、そのほとんどが非同期イベン
トです。ただし、失敗したログインなどの、プロセスが関連付けられてい
る、ユーザーに起因しないイベントは同期イベントです。

■ 同期イベント –システムのプロセスに関連付けられたイベント。システムイベン
トの大半は同期イベントです。

■ 非同期イベント –プロセスに関連付けられていないイベント。そのため、ブ
ロックした後に呼び起こすプロセスはありません。たとえば、システムの初期
ブートや PROMの開始および終了のイベントは、非同期イベントです。

監査の用語と概念
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監査サービスによって定義される監査イベントに加えて、サードパーティーのアプ
リケーションも監査イベントを生成できます。32768から 65535までの監査イベント
番号がサードパーティーのアプリケーションで使用できます。ベンダーは、イベン
ト番号を予約し、監査インタフェースへのアクセスを取得するためにOracle Solaris
の担当者に連絡する必要があります。

監査クラスおよび事前選択
各監査イベントは、1つまたは複数の監査クラスに属しています。監査クラスは、多
数の監査イベントが入った便利な入れ物です。クラスを監査対象として事前選択し
た場合は、そのクラス内のすべてのイベントが監査キュー内に記録されます。たと
えば、ps監査クラスを事前選択すると、execve()、fork()、およびその他のシステ
ムコールが記録されます。

システム上のイベントまたは特定のユーザーによって開始されるイベントに対して
事前選択できます。

■ システム全体の事前選択 – auditconfigコマンドの -setflagsおよび -setnaflags

オプションを使用して、監査のためのシステム全体のデフォルトを指定します。

注 – perzoneポリシーが設定されている場合は、すべてのゾーンでデフォルトの監
査クラスを指定できます。perzone監査の場合は、システム全体ではな
く、ゾーン規模がデフォルトです。

■ ユーザー固有の事前選択 –個々のユーザーの監査フラグを構成することによ
り、そのユーザーについて、システム全体の監査のデフォルトとの違いを指定し
ます。useradd、roleadd、 usermod、および rolemodコマンドは、audit_flagsセ
キュリティー属性を user_attrデータベース内に配置します。profilesコマンド
は、権利プロファイルの監査フラグを prof_attrデータベース内に配置します。

監査事前選択マスクにより、ユーザーに対して監査されるイベントのクラスを決
定します。ユーザーの事前選択マスクについては、664ページの「プロセスの監
査特性」を参照してください。構成されたどの監査フラグが使用されるかについ
ては、213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索順序」を参照し
てください。

監査クラスは、/etc/security/audit_classファイルに定義されます。各エントリに
は、クラスの監査マスク、クラスの名前、およびクラスの記述名が含まれます。た
とえば、loおよび psクラス定義は、次のように audit_classファイルに表示されま
す。

0x0000000000001000:lo:login or logout

0x0000000000100000:ps:process start/stop

監査の用語と概念
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監査クラスには、allと noの 2つのグローバルクラスが含まれています。監査クラス
については、audit_class(4)のマニュアルページを参照してください。クラスの一覧
については、/etc/security/audit_classファイルを参照してください。

監査イベントのクラスへの割り当ては構成可能です。クラスからイベントを削除し
たり、クラスにイベントを追加したり、新しいクラスを作成して選択したイベント
を含めることができます。手順については、605ページの「監査イベントの所属先ク
ラスの変更方法」を参照してください。クラスにマップされているイベントを表示
するには、auditrecord -c class コマンドを使用します。

監査レコードと監査トークン
各「監査レコード」には、監査された 1つのイベントの発生が記録されます。レ
コードには、動作を行なったユーザー、影響を受けたファイル、試みられた動
作、その動作が発生した位置と時刻などの情報が含まれます。次の例
は、header、subject、returnの 3つのトークンを含む login監査レコードを示して
います。

header,69,2,login - local,,example_system,2010-10-10 10:10:10.020 -07:00

subject,jdoe,jdoe,staff,jdoe,staff,1210,4076076536,69 2 example_system

return,success,0

監査イベントごとに保存される情報の種類は、一連の監査トークンによって定義さ
れます。イベントの監査レコードが生成されるたびに、そのイベントに対して定義
されたトークンの一部またはすべてが、そのレコードに書き込まれます。どの
トークンが記録されるかは、イベントの性質によって決まります。前の例では、各
行が監査トークンの名前で始まっています。監査トークンの内容は、トークン名の
あとに続きます。header、subject、および return監査トークンがまと
まって、login - local 監査レコードを構成します。監査レコードを構成するトーク
ンを表示するには、auditrecord -e event コマンドを使用します。

praudit出力例の各監査トークンの構造については、667ページの「監査トークンの
形式」を参照してください。監査トークンのバイナリストリームについて
は、audit.log(4)のマニュアルページを参照してください。

監査プラグインモジュール
監査プラグインモジュールは、監査レコードを監査キューからファイルまたはリポ
ジトリに送信します。少なくとも 1つのプラグインがアクティブである必要があり
ます。デフォルトでは、audit_binfileプラグインがアクティブです。プラグイン
は、auditconfig -setplugin plugin-nameコマンドを使用して構成します。

監査の用語と概念
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監査サービスでは、次のプラグインが提供されます。

■ audit_binfileプラグイン –バイナリ監査ファイルへの監査キューの配信を処理し
ます。詳細は、audit.log(4)のマニュアルページを参照してください。

■ audit_remoteプラグイン –監査キューから構成済みのリモートサーバーへのバイ
ナリ監査レコードのセキュアな配信を処理します。audit_remoteプラグイン
は、libgss()ライブラリを使用してサーバーを認証します。この転送は、プライ
バシと完全性のために保護されます。

■ audit_syslogプラグイン –監査キューから syslogログへの選択されたレコードの
配信を処理します。

プラグインを構成するには、auditconfig(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。プラグイン構成の例については、606ページの「監査ログの構成 (タスク)」のタ
スクを参照してください。プラグインについて
は、audit_binfile(5)、audit_remote(5)、audit_syslog(5)の各マニュアルページを参
照してください。

監査ログ
監査レコードは監査ログ内に収集されます。監査サービスでは、監査レコードのた
めの 3つの出力モードが提供されます。

■ 監査ファイルと呼ばれるログは、バイナリ形式で監査レコードを格納します。シ
ステムまたはサイトからの一連の監査ファイルによって、完全な監査レコードが
提供されます。完全な監査レコードは監査トレールと呼ばれます。これらのログ
は audit_binfileプラグインで作成され、prauditおよび auditreduce事後選択コ
マンドで確認できます。

■ audit_remoteプラグインは、監査レコードをリモートリポジトリにストリーム出
力します。リポジトリは監査トレールを保持し、事後選択ツールを指定する役割
を果たします。

■ syslogユーティリティーは、監査レコードの概要テキストを収集して格納しま
す。syslogレコードは、完全なレコードではありません。次の例は、login監査
レコードの syslogエントリを示します。

Oct 10 10:10:20 example_system auditd: [ID 6472 audit.notice] \

login - login ok session 4076172534 by root as root:other

サイトでは、すべての書式の監査レコードを収集するように監査を構成できま
す。サイトにあるシステムを、バイナリモードをローカルに使用したり、バイナリ
ファイルをリモートリポジトリに送信したり、syslogモードを使用したりするよう
に構成できます。次の表では、バイナリ監査レコードを syslog監査レコードと比較
しています。
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表 26–1 バイナリ、リモート、および syslog監査レコードの比較

機能 バイナリレコードとリモートレコード syslogレコード

プロトコル バイナリ –ファイルシステムに書き込
みます

リモート –リモートリポジトリにスト
リーム出力します

リモートログ記録にUDPを使用しま
す

データ型 バイナリ形式 テキスト

レコード長 無制限 監査レコードあたり最大 1024文字

場所 バイナリ –システム上の zpool内に格
納されます

リモート –リモートリポジトリ

syslog.confファイルで指定された場
所に格納されます

構成方法 バイナリ – audit_binfileプラグイン
で p_dir属性を設定します

リモート – audit_remoteプラグインで
p_hosts属性を設定し、そのプラグイ
ンをアクティブにします

audit_syslogプラグインをアクティブ
にし、syslog.confファイルを構成し
ます

読み取り方法 バイナリ –通常、バッチモードでは
XMLでのブラウザ出力

リモート –リポジトリによって手順が
規定されます

リアルタイムに、または syslog用に
作成されたスクリプトによって検索さ
れます

プレーンテキスト形式の出力

完全性 完全であることと、正しい順序で表示
されることが保証されます

完全であることは保証されません

タイムスタンプ 協定世界時 (UTC) 監査されているシステム上の時間

バイナリ形式のレコードにより、強力なセキュリティーとカバレージが提供されま
す。バイナリ出力は、Common Criteria (http://www.commoncriteriaportal.org/)の監
査要件などの、セキュリティー認定の要件を満たします。

audit_binfileプラグインは、レコードをスヌーピングから保護されたファイルシス
テムに書き込みます。単一のシステム上で、すべてのバイナリレコードが収集さ
れ、順番に表示されます。バイナリログ上のUTCタイムスタンプにより、1つの監
査トレール上のシステムがタイムゾーンをまたがって分散している場合の正確な比
較が可能になります。praudit -xコマンドを使用すると、レコードを XML形式でブ
ラウザに表示できます。スクリプトを使用して、XMLを解析することもできます。

audit_remoteプラグインは、レコードをリモートリポジトリに書き込みます。この
リポジトリは、ストレージと事後選択を処理します。
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これに対して、syslogレコードでは、利便性と柔軟性が向上する可能性がありま
す。たとえば、さまざまなソースから syslogデータを収集できます。ま
た、syslog.confファイル内の audit.noticeイベントをモニターする場合、syslog

ユーティリティーは現在のタイムスタンプで監査レコードのサマリーをログに記録
します。ワークステーション、サーバー、ファイアウォール、ルーターなどのさま
ざまなソースからの syslogメッセージ用に開発された管理および分析ツールと同じ
ツールを使用できます。レコードをリアルタイムで表示し、リモートシステム上に
格納することができます。

syslog.confを使用して監査レコードをリモートに格納すると、攻撃者による改変や
削除からログデータが保護されます。その一方で、監査レコードをリモートに格納
すると、レコードは、サービス拒否や偽装されたソースアドレスなどのネット
ワーク攻撃を受けやすくなります。また、UDPはパケットを破棄したり、間違った
順番でパケットを配信したりすることがあります。syslogエントリの制限は、1024
文字です。そのため、一部の監査レコードがログで切り捨てられる可能性がありま
す。単一のシステム上で、すべての監査レコードが収集されるわけではありませ
ん。レコードが順番に表示されない場合もあります。各監査レコードにはローカル
システムの日付と時間が記録されているため、複数のシステムの監査トレールを構
成するときにタイムスタンプに依存することはできません。

プラグインと監査ログについての詳細は、次を参照してください。

■ audit_binfile(5)のマニュアルページ
■ audit_syslog(5)のマニュアルページ
■ audit.log(4)のマニュアルページ
■ 610ページの「監査トレールのための監査領域を割り当てる方法」
■ 618ページの「syslog監査ログの構成方法」

監査トレールの格納および管理
audit_binfileプラグインがアクティブな場合は、監査ファイルシステムにバイナリ
形式の監査ファイルが保持されます。標準インストールでは /var/auditファイルシ
ステムが使用されますが、追加のファイルシステムも使用できます。すべての監査
ファイルシステムの内容は、監査トレールで構成されています。監査レコード
は、これらのファイルシステム内に次の順序で格納されます。

■ プライマリ監査ファイルシステム –システムの監査ファイルのためのデフォルト
のファイルシステムである /var/auditファイルシステム

■ セカンダリ監査ファイルシステム –システムの監査ファイルが管理者の判断で配
置されるファイルシステム

これらのファイルシステムは、audit_binfileプラグインの p_dir属性への引数とし
て指定されます。各ファイルシステムは、このリスト内で前にあるファイルシステ
ムがいっぱいになるまで使用されません。ファイルシステムエントリのリストを含
む例については、607ページの「監査ファイルのための ZFSファイルシステムを作成
する方法」を参照してください。
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監査ファイルをデフォルトの監査ルートディレクトリに配置すると、監査証跡を確
認する際に役立ちます。auditreduceコマンドは、監査ルートディレクトリを使用し
て監査トレール内のすべてのファイルを検索します。デフォルトの監査ルート
ディレクトリは /var/auditです。auditreduceコマンドの -Mオプションを使用する
と、特定のマシンからの監査ファイルを指定できます。また、-Sオプションを使用
すると、別の監査ファイルシステムを指定できます。詳細は、auditreduce(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

監査サービスでは、監査トレールのファイルを結合したり、フィルタしたりするた
めのコマンドが提供されます。auditreduceコマンドは、監査トレールの監査ファイ
ルをマージします。また、ファイルをフィルタして特定のイベントを検出できま
す。prauditコマンドは、バイナリファイルを読み取ります。prauditコマンドのオ
プションにより、スクリプトやブラウザの表示に適した出力が得られます。

信頼性の高いタイムスタンプの保証
複数のシステムからの監査ログをマージする場合は、それらのシステム上の日付と
時間が正確である必要があります。同様に、監査ログをリモートシステムに送信す
る場合も、記録システムとリポジトリシステムのクロックが正確である必要があり
ます。Network Time Protocol (NTP)では、システムクロックが正確で、調整された状
態に維持されます。詳細は、『Oracle Solaris 11ネットワークサービスの紹介』の第 3
章「時間関連サービス」および xntpd(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

リモートリポジトリの管理
audit_remoteプラグインが構成されたあとは、リモートリポジトリが監査レコード
を受信します。監査リモートサーバー (ARS)は、監査レコードの受信者を提供しま
す。監査レコードは、保護された接続を経由してARSにストリーム出力されるた
め、ローカルに格納される場合と同様に格納できます。ARSを構成するには、615
ページの「監査ファイルのためのリモートリポジトリを構成する方法」を参照して
ください。ARSについては、662ページの「監査リモートサーバー」および ars(5)の
マニュアルページを参照してください。

監査とセキュリティーとの関連
監査は、システムの使用状況の疑わしい、または異常なパターンを明らかにするこ
とによって、潜在的なセキュリティー違反の検出に役立ちます。監査ではまた、疑
わしいアクションを追跡して特定のユーザーを突き止めるための手段も提供される
ため、抑止力としても機能します。活動を監査されていることをユーザーが知って
いる場合、悪質な活動を試みる可能性は低くなると考えられます。
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コンピュータシステム、特にネットワーク上のシステムを保護するためには、シス
テムのプロセスまたはユーザーのプロセスが開始する前に活動を制御するメカニズ
ムが必要です。セキュリティーの確保には、動作の経過をモニターするツールが必
要となります。また、セキュリティーの確保には、動作終了後に動作内容を報告す
ることも必要です。

ほとんどの監査活動では現在のイベントがモニタリングされ、指定されたパラ
メータを満たすイベントが報告されるため、ベストプラクティスとし
て、ユーザーがログインするか、またはシステムプロセスが開始される前に監査パ
ラメータを設定する必要があります。これらのイベントが監査サービスでどのよう
にモニターおよび報告されるかについては、第 27章「監査の計画」および
第 28章「監査の管理 (タスク)」で詳細に説明されています。

監査では、ハッカーによる不正な侵入を防止することはできません。ただし、監査
サービスでは、たとえば、特定のユーザーが特定の日時に特定の動作を行なったこ
とが報告されます。監査報告では、入力経路とユーザー名によってこのユーザーを
特定できます。これらの情報は、すぐに端末に表示したり、ファイルに出力してあ
とで分析したりできます。このように、監査サービスの提供するデータから、次の
ことが判断できます。

■ どのようにシステムセキュリティーが低下したか
■ 必要なセキュリティーレベルを実現するために閉じることが必要なセキュリ
ティーホールはどれか

監査の機能
監査では、指定したイベントが発生したときに監査レコードが生成されます。通
常、次のイベントが発生すると監査レコードが生成されます。

■ システムの起動とシャットダウン
■ ログインとログアウト
■ プロセスまたはスレッドの作成と破棄
■ オブジェクトを開く、閉じる、削除する、または名前を変更する
■ 特権機能または役割に基づくアクセス制御 (RBAC)の使用
■ 識別動作と認証動作
■ プロセスまたはユーザーによるアクセス権の変更
■ パッケージのインストールなどの管理動作
■ サイト固有のアプリケーション

次の 3つが監査レコードの生成元になります。

■ アプリケーション
■ 非同期監査イベントの結果
■ プロセスのシステムコールの結果

監査の機能
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関連するイベント情報が取得されたあと、これらの情報が監査レコードに書式設定
されます。各監査レコードには、イベントを識別する情報、イベントの発生元、イ
ベントの時間、およびその他の関連情報が格納されます。このレコードが次に監査
キュー内に配置され、格納のためにアクティブなプラグインに送信されます。すべ
てのプラグインをアクティブにできますが、少なくとも 1つのプラグインがアク
ティブである必要があります。プラグインについては、573ページの「監査の構成方
法」および567ページの「監査プラグインモジュール」で説明されています。

監査の構成方法
システム構成中に、どのクラスの監査レコードをモニターするかを事前選択しま
す。各ユーザーに行う監査の程度は、細かく調整することもできます。次の図
は、Oracle Solarisでの監査のフローの詳細を示しています。

図 26–1 監査のフロー

監査の構成方法
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監査データは、カーネルに収集された後、プラグインにより適切な場所に配布され
ます。

■ audit_binfileプラグインは、バイナリ監査レコードを /var/auditファイルシス
テム内に配置します。デフォルトでは、audit_binfileプラグインがアクティブ
です。事後選択ツールを使用すると、監査トレールの関心のある部分を検査でき
ます。

監査ファイルは、1つ以上の ZFSプール内に格納できます。これらのプールは異
なるシステム上や、リンクされた異なるネットワーク上に配置できます。接続さ
れた監査ファイルの集合は、監査トレールと呼ばれます。

■ audit_remoteプラグインは、保護されたリンク全体にわたるバイナリ監査レ
コードをリモートリポジトリに送信します。

■ audit_syslogプラグインは、監査レコードの概要テキストを syslogユーティリ
ティーに送信します。

非大域ゾーンをインストールするシステムは、大域ゾーンからと同じようにすべて
のゾーンを監査できます。これらのシステムは、非大域ゾーンのさまざまなレ
コードを収集するように構成することもできます。詳細は、659ページの「監査と
Oracle Solarisゾーン」を参照してください。

Oracle Solarisゾーンを含むシステムでの監査
ゾーンは、Oracle Solaris OSの単一インスタンス内に作成される仮想化オペ
レーティング環境です。監査サービスは、ゾーン内でのアクティビティーも含
め、システム全体を監査します。非大域ゾーンがインストールされたシステムで
は、単一の監査サービスを実行してすべてのゾーンを同様に監査することができま
す。または、大域ゾーンを含め、ゾーンごとに 1つの監査サービスを実行できま
す。

次の条件を満たすサイトでは、単一の監査サービスを実行できます。

■ 単一イメージの監査トレールを必要とするサイトである。

■ 非大域ゾーンがアプリケーションコンテナとして使用されている。ゾーンが 1つ
の管理ドメインの一部になっています。つまり、どの非大域ゾーンにおいて
も、ネームサービスファイルがカスタマイズされていません。

システム上のすべてのゾーンが 1つの管理ドメイン内に存在する場合
は、zonename監査ポリシーを使用して、異なるゾーン内に構成された監査イベン
トを区別できます。

■ 管理者が低い監査オーバーヘッドを望んでいる。大域ゾーン管理者がすべての
ゾーンを同様に監査します。また、大域ゾーンの監査デーモンがシステム上のす
べてのゾーンを処理します。

Oracle Solarisゾーンを含むシステムでの監査
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次の条件を満たすサイトでは、ゾーンごとに監査サービスを 1つずつ実行できま
す。

■ 単一イメージの監査トレールを必要としないサイトである。
■ 非帯域ゾーンでネームサービスファイルがカスタマイズされている。これらの
個々の管理ドメインは通常、サーバーとして機能します。

■ 個々のゾーン管理者が、自身が管理するゾーンの監査を制御する必要があ
る。ゾーンごとの監査では、ゾーン管理者は、自身が管理するゾーンの監査を有
効にするか無効にするかを決定できます。

ゾーンごとの監査の利点は、監査トレールをゾーンごとにカスタマイズできること
と、ゾーンの監査をゾーン単位で無効化できることです。これらの利点は、管理
オーバーヘッドによって相殺される可能性があります。各ゾーン管理者は、監査を
管理する必要があります。各ゾーンでは、独自の監査デーモンが実行され、独自の
監査キューや監査ログが用意されます。これらの監査ログを管理する必要がありま
す。

このリリースでの監査サービスについて
このリリースのOracle Solarisでの監査に対して、次の機能が導入されました。

■ 監査レコードを受信するリモートリポジトリを構成できます。監査対象システム
とそのリモートリポジトリの間の接続は、GSS-APIメカニズムによって保護され
ます。同じリモートリポジトリに任意の数の監査対象システムを接続できます。

■ 新しい監査クラスが定義されています。cusa監査クラスは、ユーザーや役割に影
響を与えるイベントを保持します。

■ 監査構成ファイル audit_class、audit_event、および audit_warnには、2つの
パッケージ属性が設定されています。preserve=renamenew属性を使用する
と、ファイルを変更することができ、これらの変更はパッケージの更新や
パッケージの修正が行われたあとも保持されます。overlay=allow属性を使用す
ると、ファイルを、顧客が作成したパッケージ内のファイルに置き換えることが
できます。

このリリースでの監査サービスについて
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監査の計画

この章では、Oracle Solarisインストールに対する監査サービスのカスタマイズを計画
する方法について説明します。

■ 577ページの「監査の計画 (タスク)」
■ 585ページの「監査ポリシーについて」
■ 587ページの「監査コストの制御」
■ 589ページの「効率的な監査」

監査の概要については、第 26章「監査 (概要)」を参照してください。使用している
システムで監査を構成する手順については、第 28章「監査の管理 (タスク)」を参照
してください。参照情報については、第 29章「監査 (参照)」を参照してください。

監査の計画 (タスク)
監査する動作の種類を適切に選択し、有用な監査情報を収集することが望まれま
す。監査対象者と監査対象も注意して計画する必要があります。デフォルトの
audit_binfileプラグインを使用している場合は、監査ファイルが急速に拡大して使
用可能な領域がいっぱいになることがあるため、十分なディスク容量を割り当てる
必要があります。

次のタスクマップは、ディスク容量および記録対象のイベントを計画するために必
要な主なタスクを示しています。

タスク 参照先

非大域ゾーンの監査計画を決定します 578ページの「ゾーン内の監査の計画方法」

監査対象者と監査対象イベントを決定します 579ページの「監査対象者と監査対象イベントの計画方法」

監査トレールのストレージ容量を計画します 582ページの「監査レコードのディスク容量を計画する方法」

27第 2 7 章

577



タスク 参照先

リモートサーバーへの監査トレールの転送の計画 583ページの「監査レコードのリモートストレージへのスト
リーム出力を準備する方法」

▼ ゾーン内の監査の計画方法
システムに非大域ゾーンが含まれている場合は、大域ゾーンを監査する場合と同様
にこれらのゾーンを監査できます。あるいは、非大域ゾーンごとの監査サービスを
個別に構成したり、有効または無効にしたりできます。たとえば、大域ゾーンを監
査せずに、非大域ゾーンのみを監査できます。

トレードオフについては、574ページの「Oracle Solarisゾーンを含むシステムでの監
査」を参照してください。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ オプション 1 -すべてのゾーンに対して単一の監査サービスを構成します。
すべてのゾーンを同様に監査する場合、単一イメージの監査トレールが作成され
る可能性があります。単一イメージの監査トレールは、audit_binfileまたは
audit_remoteプラグインを使用しており、システム上のすべてのゾーンが 1つの
管理ドメインに含まれている場合に実行されます。その場合は、すべてのゾーン
内のレコードが同一の設定で事前選択されるため、監査レコードを容易に比較で
きます。

この構成では、すべてのゾーンが 1つのシステムの一部として扱われます。大域
ゾーンはシステム上の唯一の監査サービスを実行し、ゾーンごとに監査レコード
を収集します。audit_classおよび audit_eventファイルは大域ゾーンでのみカス
タマイズし、そのあと、これらのファイルをすべての非大域ゾーンにコピーしま
す。

a. すべてのゾーンで同じネームサービスを使用します。

注 –ネームサービスファイルが非大域ゾーンでカスタマイズされ、perzoneポ
リシーが設定されていない場合は、使用可能なレコードの選択に監査ツールを
注意して使用する必要があります。あるゾーン内のユーザー IDは、異なる
ゾーン内の同じ IDとは異なるユーザーを指している可能性があります。

b. 監査レコードにゾーンの名前を含めることができるようにします。
ゾーン名を監査レコードの一部として含めるには、大域ゾーンで zonenameポ
リシーを設定します。次に、auditreduceコマンドで、監査証跡からゾーンに
基づいて監査イベントを選択できます。例については、auditreduce(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

●
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単一イメージ監査証跡を計画するには、579ページの「監査対象者と監査対象イ
ベントの計画方法」を参照してください。最初の手順から始めます。また、大域
ゾーン管理者は、582ページの「監査レコードのディスク容量を計画する方
法」の説明に従ってストレージも確保する必要があります。

■ オプション 2 -ゾーンごとに監査サービスを 1つずつ構成できます。

ゾーンごとに異なるネームサービスデータベースを使用している場合や、ゾーン
管理者が自分のゾーン内の監査を制御する場合は、ゾーンごとの監査を構成する
ことを選択します。

注 –非大域ゾーンを監査するには perzoneポリシーを設定する必要があります
が、大域ゾーンで監査サービスを有効にする必要はありません。非大域ゾーンの
監査は大域ゾーンとは別に構成し、その監査サービスも大域ゾーンとは別に有効
または無効にします。

■ ゾーンごとの監査を構成する場合は、大域ゾーンで perzone監査ポリシーを設
定します。非大域ゾーンが最初にブートされる前にゾーンごとの監査が設定さ
れている場合は、そのゾーンの最初のブート時に監査が開始されます。監査ポ
リシーを設定するには、623ページの「ゾーンごとの監査を構成する方法」を
参照してください。

■ 各ゾーン管理者がゾーンの監査を構成します。

非大域ゾーン管理者は、perzoneと ahlt以外のすべてのポリシーオプションを
設定できます。

■ 各ゾーン管理者はゾーン内で監査を有効化または無効化できます。

■ 確認中に発生元のゾーンまで追跡できるレコードを生成するには、zonename

監査ポリシーを設定します。

ゾーンごとの監査を計画するには、579ページの「監査対象者と監査対象イベン
トの計画方法」を参照してください。最初の手順は省略できます。audit_binfile

プラグインがアクティブな場合、各ゾーン管理者は 582ページの「監査レコード
のディスク容量を計画する方法」の説明に従って、すべてのゾーンのストレージ
も確保する必要があります。

▼ 監査対象者と監査対象イベントの計画方法
非大域ゾーンを実装している場合は、この手順を使用する前に、578ページ
の「ゾーン内の監査の計画方法」を確認してください。

単一システムイメージの監査トレールが必要かどうかを決定します。

始める前に

1
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注 –この手順は、audit_binfileプラグインにのみ適用されます。

システムが単一の管理ドメイン内にある場合、単一システムイメージの監査ト
レールを作成できます。システムで別のネームサービスが使用されている場合
は、手順 2から始めてください。次に、システムごとに、計画の手順の残りを完了
します。

サイト用の単一システムイメージ監査トレールを作成するには、インストール内の
すべてのシステムを次のように構成する必要があります。

■ すべてのシステムで同じネームサービスを使用します。

監査レコードの正しい解釈のためには、passwd、group、および hostsファイルの
整合性がとれている必要があります。

■ すべてのシステム上で監査サービスを同様に構成します。サービス設定の表示お
よび変更については、auditconfig(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

■ すべてのシステムで同じ audit_warn、audit_event、および audit_classファイル
を使用します。

監査ポリシーを決定します。
デフォルトでは、cntポリシーだけが有効になっています。
使用可能なポリシーオプションの説明を表示するには、auditconfig -lspolicyコマ
ンドを使用します。

■ ポリシーオプションの効果については、585ページの「監査ポリシーについ
て」を参照してください。

■ cntポリシーの効果については、663ページの「非同期イベントおよび同期イベン
トの監査ポリシー」を参照してください。

■ 監査ポリシーを設定するには、599ページの「監査ポリシーを変更する方法」を
参照してください。

イベントからクラスへのマッピングを変更するかを決定します。
ほぼすべての状況で、デフォルトのマッピングをそのまま使用できます。ただ
し、新しいクラスを追加したり、クラス定義を変更したりする場合や、特定のシス
テムコールのレコードが有効でないと判断される場合は、イベントからクラスへの
マッピングを変更することもできます。

例は、605ページの「監査イベントの所属先クラスの変更方法」を参照してくださ
い。

事前選択する監査クラスを決定します。
監査クラスを追加したり、デフォルトのクラスを変更したりするには、ユーザーが
システムにログインする前に行うのが最適です。

2
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auditconfigコマンドの -setflagsおよび -setnaflagsオプションを使用して事前選
択した監査クラスは、すべてのユーザーとプロセスに適用されます。成功、失
敗、またはその両方に対してクラスを事前選択できます。

監査クラスの一覧については、/etc/security/audit_classファイルを参照してくだ
さい。

システム全体の事前選択に対するユーザーの変更を決定します。

一部のユーザーをシステムとは異なる方法で監査した方がよいと判断される場合
は、個々のユーザーまたは権利プロファイルに対する audit_flagsセキュリティー属
性を変更できます。ユーザーの事前選択マスクは、監査フラグが明示的に設定され
ているユーザー、または明示的な監査フラグを含む権利プロファイルが割り当てら
れているユーザーに対して変更されます。

手順については、595ページの「ユーザーの監査特性を構成する方法」を参照してく
ださい。どの監査フラグの値が有効かについては、213ページの「割り当てられたセ
キュリティー属性の検索順序」を参照してください。

audit_warn電子メールのエイリアスの管理方法を決定します。

audit_warnスクリプトは、監査システムによって管理上の注意が必要な状況が検出
されたときは常に実行されます。デフォルトでは、audit_warnスクリプト
は、audit_warnのエイリアスに電子メールを送信し、コンソールにメッセージを送
信します。

エイリアスを設定するには、602ページの「audit_warn電子メールエイリアスの構成
方法」を参照してください。

監査レコードをどの書式で、どこに収集するかを決定します。

次の 3つの選択肢があります。

■ デフォルトでは、バイナリ監査レコードをローカルに格納します。デフォルトの
格納ディレクトリは /var/auditです。audit_binfileプラグインをさらに構成す
るには、607ページの「監査ファイルのための ZFSファイルシステムを作成する
方法」を参照してください。

■ audit_remoteプラグインを使用して、バイナリ監査レコードを保護されたリ
モートリポジトリにストリーム出力します。レコードの受信者が存在する必要が
あります。要件については、571ページの「リモートリポジトリの管理」を参照
してください。手順については、613ページの「監査ファイルをリモートリポジ
トリに送信する方法」を参照してください。

■ audit_syslogプラグインを使用して、監査レコードの概要を syslogに送信しま
す。手順については、618ページの「syslog監査ログの構成方法」を参照してく
ださい。

バイナリ形式と syslog形式の比較については、568ページの「監査ログ」を参照
してください。

5
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縮小しているディスク容量について管理者にいつ警告するかを決定します。

注 –この手順は、audit_binfileプラグインにのみ適用されます。

監査ファイルシステム上のディスク容量が最小空き容量の割合 (または、弱い制限
値)を下回ると、監査サービスは次に使用可能な監査ディレクトリに切り替えま
す。このサービスは次に、弱い制限値を超えたことを示す警告を送信します。

最小空き容量の割合を設定するには、例 28–17を参照してください。

すべての監査ディレクトリがいっぱいになったときの動作を決定します。

注 –この手順は、audit_binfileプラグインにのみ適用されます。

デフォルトの構成では、audit_binfileプラグインがアクティブであり、cntポリ
シーが設定されます。この構成では、カーネル監査キューがいっぱいになって
も、システムは動作し続けます。システムは破棄された監査レコードを数えます
が、イベントを記録しません。セキュリティーをより向上させるためには、cntポリ
シーを無効にして、ahltポリシーを有効にします。ahltポリシーは、非同期イベン
トが監査キューに配置できない場合、システムを停止します。

これらのポリシーオプションについては、663ページの「非同期イベントおよび同期
イベントの監査ポリシー」を参照してください。これらのポリシーオプションを構
成するには、例 28–6を参照してください。

ただし、audit_binfileキューがいっぱいになったときに、別のアクティブなプラグ
インのキューがいっぱいでない場合、カーネルキューは、そのいっぱいでないプラ
グインにレコードを送信し続けます。audit_binfileキューがふたたびレコードを受
け入れることができるようになると、監査サービスは、そのキューへのレコードの
送信を再開します。

注 – cntまたは ahltポリシーは、少なくとも 1つのプラグインのキューが監査レ
コードを受け入れている場合はトリガーされません。

▼ 監査レコードのディスク容量を計画する方法
audit_binfileプラグインは、監査トレールを作成します。監査トレールには専用の
ファイル領域が必要です。この領域は使用可能で、セキュリティー保護されている
必要があります。システムは、初期のストレージとして /var/auditファイルシステ
ムを使用します。監査ファイルのための追加の監査ファイルシステムを構成できま
す。次の手順は、監査トレールのストレージを計画するときに解決する必要のある
問題について説明しています。
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非大域ゾーンを実装している場合は、この手順を行う前に 578ページの「ゾーン内
の監査の計画方法」の手順を完了してください。

audit_binfileプラグインを使用しています。

サイトで必要な監査の程度を決定します。

サイトのセキュリティー上の必要性を考慮して、監査トレールに使用できるディス
ク容量を決定します。

サイトのセキュリティーを確保しながら領域要件を削減する方法と、監査スト
レージを設定する方法については、587ページの「監査コストの制御」と 589ページ
の「効率的な監査」を参照してください。

実際的な手順については、642ページの「生成される監査レコードの量を削減する方
法」、651ページの「専用ファイルシステム上の監査ファイルを圧縮する方法」、お
よび例 28–30を参照してください。

どのシステムを監査するかを決定し、それらの監査ファイルシステムを構成しま
す。

使用を予定しているすべてのファイルシステムの一覧を作成します。構成ガイドラ
インについては、570ページの「監査トレールの格納および管理」および
auditreduce(1M)のマニュアルページを参照してください。監査ファイルシステムを
指定するには、610ページの「監査トレールのための監査領域を割り当てる方法」を
参照してください。

すべてのシステム上のクロックの同期をとります。

詳細は、571ページの「信頼性の高いタイムスタンプの保証」を参照してください。

▼ 監査レコードのリモートストレージへのスト
リーム出力を準備する方法

注 – Kerberosレルムが構成されており、そのレルム内に識別された監査リモート
サーバー (ARS)とすべての監査対象システムが存在する場合は、この手順をス
キップできます。ARSと監査対象システムを構成する手順については、615ページ
の「監査ファイルのためのリモートリポジトリを構成する方法」および613ページ
の「監査ファイルをリモートリポジトリに送信する方法」で説明されています。

audit_remoteプラグインは、バイナリの監査トレールを、audit_binfileプラグイン
がローカル監査ファイルに書き込むのと同じ形式でARSに送信しま
す。audit_remoteプラグインは、libgssライブラリを使用してARSを認証
し、GSS-APIメカニズムを使用してプライバシと完全性により転送を保護します。参
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照情報については、355ページの「Kerberosサービスとは」および 364ページ
の「Kerberosのコンポーネント」を参照してください。

現在サポートされているGSS-APIメカニズムは kerberosv5だけです。詳細
は、mech(4)のマニュアルページを参照してください。

audit_remoteプラグインの使用を計画しています。

監査対象システムのためのKerberosレルムを作成します。

a. マスターKDCパッケージをインストールします。

ARSとして機能するシステムを使用するか、または近くのシステムを使用できま
す。ARSは、大量の認証トラフィックをマスターKDCに送信します。

システム上にKerberosパッケージがすでに存在する場合は、次のような出力が表
示されます。
# pkg search -l kerberos-5

INDEX ACTION VALUE PACKAGE

pkg.summary set Kerberos version 5 support pkg:/service/security/kerberos-5@vn
pkg.summary set Kerberos V5 Master KDC pkg:/system/security/kerberos-5@vn

最初のコマンドは、Kerberos V5マスターKDCパッケージがインストールされて
いるかどうかを確認します。2番目のコマンドは、このパッケージをインス
トールします。

# pkg info system/security/kerberos-5

pkg: info: no packages matching these patterns are installed on the system.

# pkg install pkg:/system/security/kerberos-5

マスターKDC上では、Kerberos kdcmgrおよび kadminコマンドを使用してレルム
を管理します。参照情報については、kdcmgr(1M)および kadmin(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

ARSに監査レコードを送信するすべての監査対象システム上で、マスターKDC
パッケージをインストールします。
# pkg install pkg:/system/security/kerberos-5

このパッケージには kclientコマンドが含まれています。これらのシステム上で
は、kclientコマンドを実行してKDCと接続します。参照情報について
は、kclient(1M)のマニュアルページを参照してください。

KDCレルム内のクロックを同期化します。
監査対象システムとARSの間のクロックスキューが大きすぎる場合は、接続の試行
が失敗します。接続が確立されると、665ページの「バイナリ監査ファイルの命名規
則」で説明されているように、ARS上のローカル時間によって格納される監査
ファイルの名前が決定されます。

始める前に

1

2

3

監査の計画 (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月584

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN4mech-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1Mkdcmgr-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1Mkadmin-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1Mkclient-1m


クロックの詳細は、571ページの「信頼性の高いタイムスタンプの保証」を参照して
ください。

監査ポリシーについて
監査ポリシーによって、ローカルシステムの監査レコードの特性が決定されま
す。これらのポリシーを設定するには、auditconfigコマンドを使用します。詳細
は、auditconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。

ストレージの要件やシステム処理への要求を最小限に抑えるために、デフォルトで
は、ほとんどの監査ポリシーオプションが無効になっています。これらのオプ
ションは監査サービスのプロパティーであり、システムブート時に有効になるポリ
シーを決定します。詳細は、auditconfig(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

次の表を参照して、1つまたは複数の監査ポリシーオプションを有効にしたときに発
生する追加のオーバーヘッドを考慮しながら、サイトの要件を決定してください。

表 27–1 監査ポリシーオプションの働き

ポリシー名 説明 ポリシーに関する考慮事項

ahlt 非同期イベントにだけ適用されます。無効にする
と、監査レコードが生成されないまま、イベントを
完了できます。

有効になっている場合、このポリシーは、監査
キューがいっぱいになるとシステムを停止しま
す。監査キューの再配置、監査レコードの空き容量
の確保、およびリブートは管理者の介入が必要で
す。大域ゾーンでだけ有効にできます。ポリシーは
すべてのゾーンに影響します。

セキュリティーよりシステムの可用性が重要な場
合は、無効にします。

セキュリティーを最優先する場合は、有効にしま
す。詳細は、663ページの「非同期イベントおよ
び同期イベントの監査ポリシー」を参照してくだ
さい。

arge 無効になっている場合、このポリシーは、実行され
たプログラムの環境変数を execve監査レコードから
除外します。

有効になっている場合、このポリシーは、実行され
たプログラムの環境変数を execve監査レコードに追
加します。監査レコードには、より詳細な情報が記
録されます。

無効にすると、収集される情報が大幅に少なくな
ります。比較については、644ページ
の「ユーザーによるすべてのコマンドを監査する
方法」を参照してください。

このオプションは、少数のユーザーを監査すると
きに有効にします。このオプションはまた、ex

監査クラス内のプログラムで使用されている環境
変数が疑わしい場合にも役立ちます。
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表 27–1 監査ポリシーオプションの働き (続き)
ポリシー名 説明 ポリシーに関する考慮事項

argv 無効になっている場合、このポリシーは、実行され
たプログラムの引数を execve監査レコードから除外
します。

有効になっている場合、このポリシーは、実行され
たプログラムの引数を execve監査レコードに追加し
ます。監査レコードには、より詳細な情報が記録さ
れます。

無効にすると、収集される情報が大幅に少なくな
ります。比較については、644ページ
の「ユーザーによるすべてのコマンドを監査する
方法」を参照してください。

このオプションは、少数のユーザーを監査すると
きに有効にします。このオプションはまた、ex

監査クラス内の異常なプログラムが実行されてい
ると考えられる理由がある場合にも役立ちます。

cnt 無効にすると、ユーザーまたはアプリケーションの
実行がブロックされます。このブロックは、監査
キューがいっぱいになったために、監査レコードを
監査トレールに追加できない場合に実行されます。

有効にすると、監査レコードが生成されないま
ま、イベントを完了できます。生成されなかった監
査レコードのカウントは行われます。

セキュリティーを最優先する場合は、無効にしま
す。

セキュリティーよりシステムの可用性が重要な場
合は、有効にします。詳細は、663ページの「非
同期イベントおよび同期イベントの監査ポリ
シー」を参照してください。

group 無効にすると、グループの一覧が監査レコードに追
加されません。

有効にすると、グループの一覧が特別なトークンと
してすべての監査レコードに追加されます。

通常は無効にしてもサイトのセキュリティー要件
は満たします。

有効になったオプションは、サブジェクトがどの
補助グループに属しているかを監査する必要があ
る場合に意味を持ちます。

path 無効にすると、1つのシステムコールで使用されたパ
スが、あっても 1つだけ監査レコードに記録されま
す。

有効にすると、監査イベントで使用されたすべての
パスが、すべての監査レコードに記録されます。

無効にすると、監査レコードにパスが、あっても
1つだけ記録されます。

有効にすると、1つのシステムコールで使用され
た各ファイル名またはパスが、監査レコードに
pathトークンとして記録されます。

perzone 無効にすると、システムの単一の監査構成を保守し
ます。大域ゾーンで 1つの監査サービスが実行され
ます。zonename監査トークンが事前選択された場合
は、特定のゾーン内の監査イベントを監査レコード
内に配置できます。

有効になっている場合、このポリシーは、ゾーンご
とに個別の監査構成、監査キュー、および監査ログ
を保持します。各ゾーンで監査サービスが実行され
ます。大域ゾーンでだけ有効にできます。

各ゾーンごとに監査ログ、キュー、およびデーモ
ンを保守する理由が特にない場合は、無効にする
と便利です。

有効になったオプションは、zonename監査トーク
ンを含む監査レコードを検査するだけではシステ
ムを効率的にモニターできない場合に役立ちま
す。
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表 27–1 監査ポリシーオプションの働き (続き)
ポリシー名 説明 ポリシーに関する考慮事項

public 無効にすると、ファイルの読み取りが事前に選択さ
れている場合に、公開オブジェクトの読み取り専用
イベントが監査トレールに追加されなくなりま
す。読み取り専用イベントを含む監査クラスとして
は、fr、fa、および clがあります。

有効にすると、適切な監査フラグが事前に選択され
ている場合、公開オブジェクトの読み取り専用監査
イベントのすべてが記録されます。

通常は無効にしてもサイトのセキュリティー要件
は満たします。

このオプションを有効にするのはまれです。

seq 無効にすると、すべての監査レコードに順序番号が
追加されません。

有効にすると、すべての監査レコードに順序番号が
追加されます。順序番号は sequenceトークンに格納
されます。

監査が問題なく動作しているときは、無効にして
も構いません。

cntポリシーが有効なときは、有効にする意味が
あります。seqポリシーを使用すると、データが
いつ破棄されたかを判定できます。ま
た、auditstatコマンドを使用すると、破棄され
たレコードを表示することもできます。

trail 無効にすると、trailerトークンが監査レコードに追
加されません。

有効にすると、trailerトークンがすべての監査レ
コードに追加されます。

無効にすると、作成される監査レコードが小さく
なります。

有効にすると、各監査レコードの最後に trailer

トークンが常に付加されます。trailerトークン
は多くの場合、sequenceトークンとともに使用さ
れます。trailerトークンは、破損した監査ト
レールの回復に役立ちます。

zonename 無効にすると、zonenameトークンが監査レコードに
含まれません。

有効になっている場合、このポリシーでは、すべて
の監査レコード内に zonenameトークンが含まれま
す。

無効になったオプションは、ゾーンごとに監査動
作を追跡する必要がない場合に役立ちます。

有効になったオプションは、ゾーンに応じてレ
コードを事後選択することによって、ゾーン間で
監査動作を分離したり、比較したりする場合に役
立ちます。

監査コストの制御
監査処理によってシステムリソースが消費されるため、どの程度詳しく記録するか
を制御する必要があります。監査の対象を決めるときには、監査に伴う次の 3つの
コストを考慮してください。

■ 処理時間の増大に伴うコスト
■ 監査データの分析に伴うコスト

デフォルトのプラグイン audit_binfileを使用している場合は、監査データのスト
レージコストも考慮する必要があります。
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監査データの処理時間の増大に伴うコスト
処理時間の増大に伴うコストは、監査に関連する 3つのコストの中ではもっとも重
要性の低い問題です。第 1に、通常は、イメージ処理や複雑な計算処理などの計算
集中型のタスクの実行中には、監査処理が発生しないからです。audit_binfileプラ
グインを使用している場合は、別の理由として、監査管理者が、事後選択のタスク
を監査対象システムから監査データの分析専用のシステムに移動できることがあり
ます。最後に、カーネルイベントが事前選択されていないかぎり、監査サービスが
システム性能に測定可能な影響を与えることはありません。

監査データの分析に伴うコスト
分析に伴うコストは、収集される監査データの量にほぼ比例します。分析コストに
は、監査レコードをマージして検討するための時間が含まれます。

audit_binfileプラグインで収集されるレコードの場合は、レコードやそれをサ
ポートしているネームサービスデータベースをアーカイブしたり、それらのレ
コードを安全な場所に保管したりするために必要な時間もコストに含まれます。サ
ポートしているデータベースには、groups、hosts、および passwdが含まれていま
す。

生成されるレコードの数が少ないほど、監査トレールの分析にかかる時間も短くな
ります。以降のセクション、588ページの「監査データの格納に伴うコスト」および
589ページの「効率的な監査」では、効率的に監査する方法について説明します。効
果的な監査では、収集するデータの量を削減しながら、サイトのセキュリティー目
標を達成します。

監査データの格納に伴うコスト
audit_binfileプラグインを使用している場合は、ストレージコストが監査のもっと
も大きなコストになります。監査データの量は次の要素によって左右されます。

■ ユーザー数
■ システム数
■ 使用量
■ 要求される追跡容易性と説明義務の程度

これらの要因はサイトごとに異なるため、監査データの格納用に前もって確保して
おくディスク容量を決定できるような計算式はありません。次の情報を参考にして
ください。

■ 監査クラスを理解します。

監査を構成する前に、クラスに含まれるイベントの種類を理解しておく必要があ
ります。監査のイベントからクラスへのマッピングを変更すると、監査レコード
収集を最適化できます。
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■ 監査クラスを慎重に事前選択し、生成されるレコードの量を減らします。

完全な監査、つまり allクラスを使用した監査では、ディスク容量がすぐに
いっぱいになります。プログラムのコンパイルといった単純なタスクによってさ
え、巨大な監査ファイルが生成される可能性があります。中程度のサイズのプロ
グラムでも、1分も経たないうちに数千件の監査レコードが生成される可能性が
あります。

たとえば、file_read監査クラス frを省くと、監査ボリュームを著しく削減でき
ます。失敗した処理だけの監査を選択すると、監査ボリュームが減ることもあり
ます。たとえば、失敗した file_read処理 -frのみを監査すると、すべての
file_readイベントの監査よりも生成されるレコードを大幅に少なくすることが
できます。

■ audit_binfileプラグインを使用している場合は、監査ファイルの効率的な管理
も重要です。たとえば、監査ファイル専用の ZFSファイルシステムを圧縮できま
す。

■ サイトの監査方針を策定します。

実用的な方法を基に方針を策定します。そのような基準には、サイトで必要な追
跡容易性の程度や、管理対象ユーザーの種類などが含まれます。

効率的な監査
次の方法により、組織のセキュリティー目標を達成する一方で、監査効率を高める
ことができます。

■ できるだけ多くの監査クラスについて、システム全体のクラスではな
く、ユーザーと役割のクラスのみを事前選択します。

■ 一回にある一定の割合のユーザーのみをランダムに監査します。

■ audit_binfileプラグインがアクティブな場合は、ファイルのフィルタリン
グ、マージ、および圧縮によって、監査ファイルに対するディスクストレージの
要件を軽減します。ファイルを保管する手順、リムーバブルメディアにファイル
を転送する手順、およびファイルをオフラインで格納する手順を決定します。

■ 監査データの異常な動作をリアルタイムでモニタリングします。

■ audit_syslogプラグイン –すでに開発している管理および分析ツール
を、syslogファイル内の監査レコードを処理するように拡張できます。

■ audit_binfileプラグイン –特定の動作の監査トレールをモニターするための
手順を設定できます。異常なイベントが検出された場合に、それに応じて特定
のユーザーまたは特定のシステムの監査レベルを自動的に上げるようなスクリ
プトを作成します。
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たとえば、次のようにスクリプトを作成します。

1. 監査対象システム上での監査ファイルの作成をモニターします。
2. tailコマンドを使用して、監査ファイルを処理します。

tail -0fコマンドから prauditコマンドに出力をパイプすることによ
り、レコードが生成されたときに監査レコードのストリームを生成できま
す。詳細は、tail(1)のマニュアルページを参照してください。

3. このストリームを分析して異常なメッセージの種類やほかの兆候を調
べ、または監査担当者に分析を配信します。

また、このスクリプトを使用して、自動応答を発生させることもできま
す。

4. 新しい not_terminated監査ファイルが発生していないかどうか、監査
ファイルシステムを常時モニターします。

5. 監査ファイルに書き込めなくなったときに、未処理の tailプロセスを終了
します。
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監査の管理 (タスク)

この章では、Oracle Solarisシステム上での監査の構成や管理に役立つ手順について説
明します。また、この章には、監査トレールを管理したり、監査サービスをトラブ
ルシューティングしたりするための手順も含まれています。この章では、次のタス
クについて説明します。

■ 591ページの「監査サービスの構成 (タスク)」
■ 606ページの「監査ログの構成 (タスク)」
■ 621ページの「ゾーンでの監査サービスの構成 (タスク)」
■ 624ページの「監査サービスの有効化および無効化 (タスク)」
■ 628ページの「ローカルシステム上の監査レコードの管理 (タスク)」
■ 638ページの「監査サービスのトラブルシューティング (タスク)」

監査サービスの概要については、第 26章「監査 (概要)」を参照してください。計画
の提案については、第 27章「監査の計画」を参照してください。参照情報について
は、第 29章「監査 (参照)」を参照してください。

監査サービスの構成 (タスク)
ネットワーク上で監査を有効にする前に、サイトの監査要件を満たすようにデ
フォルト設定を変更できます。ベストプラクティスは、最初のユーザーがログイン
する前に、監査構成をできるだけカスタマイズすることです。

ゾーンを実装している場合は、大域ゾーンのすべてのゾーンを監査するか、または
非大域ゾーンを個別に監査するかを選択できます。概要については、659ページ
の「監査とOracle Solarisゾーン」を参照してください。計画については、578ページ
の「ゾーン内の監査の計画方法」を参照してください。手順については、621ページ
の「ゾーンでの監査サービスの構成 (タスク)」を参照してください。
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監査サービスの構成 (タスクマップ)
次のタスクマップは、監査を構成するための手順を示しています。すべてのタスク
がオプションです。

タスク 説明 参照先

監査のデフォルトを表示しま
す。

監査を構成する前に、デフォルトのポリ
シー、キュー制御、フラグ、およびプラグイン
の使用を表示します。

592ページの「監査サービスのデ
フォルトを表示する方法」

どのイベントが監査されるかを
選択します。

システム全体の監査クラスを事前選択しま
す。イベントがユーザーに起因する場合は、す
べてのユーザーがこのイベントに関して監査さ
れます。

594ページの「監査クラスを事前
選択する方法」

特定のユーザーに対してどのイ
ベントが監査されるを選択しま
す。

システム全体の監査クラスからのユーザー固有
の違いを設定します。

595ページの「ユーザーの監査特
性を構成する方法」

監査ポリシーを指定します。 サイトに必要な追加の監査データを定義しま
す。

599ページの「監査ポリシーを変
更する方法」

キュー制御を指定します。 デフォルトのバッファーサイズ、キュー内の監
査レコード数、および監査レコードの
バッファーへの書き込みの間隔を変更します。

601ページの「監査キュー制御を
変更する方法」

audit_warn電子メールエイリア
スを作成します。

監査サービスに注意が必要になったときにだれ
が電子メール警告を受信するかを定義します。

602ページの「audit_warn電子
メールエイリアスの構成方法」

監査ログを構成します。 プラグインごとの監査レコードの場所を構成し
ます。

606ページの「監査ログの構成 (タ
スク)」

監査クラスを追加します。 重要なイベントを保持する新しい監査クラスを
作成することによって、監査レコードの数を減
らします。

603ページの「監査クラスの追加
方法」

イベントからクラスへのマッピ
ングを変更します。

イベントからクラスへのマッピングを変更し
て、監査レコードの数を減らします。

605ページの「監査イベントの所
属先クラスの変更方法」

▼ 監査サービスのデフォルトを表示する方法
この手順のコマンドでは、現在の監査構成が表示されます。この手順の出力は、構
成解除されたシステムから取得されています。

Audit ConfigurationまたはAudit Control権利プロファイルが割り当てられている管理
者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使
用する方法」を参照してください。

始める前に
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ユーザーに起因するイベントに対して事前選択されたクラスを表示します。
# auditconfig -getflags

active user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

loは、login/logout監査クラスのフラグです。マスク出力の形式は (success,failure)で
す。

注 –クラスにどのイベントが割り当てられているか、したがってどのイベントが記録
されるかを表示するには、auditrecord -c class コマンドを実行します。

ユーザーに起因しないイベントに対して事前選択されたクラスを表示します。
# auditconfig -getnaflags

active non-attributable audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured non-attributable audit flags = lo(0x1000,0x1000)

監査ポリシーを表示します。
$ auditconfig -getpolicy

configured audit policies = cnt

active audit policies = cnt

アクティブなポリシーは現在のポリシーですが、このポリシーの値は監査サービス
によって格納されていません。構成されたポリシーは監査サービスによって格納さ
れるため、このポリシーは監査サービスを再開したときに復元されます。

監査プラグインに関する情報を表示します。
$ auditconfig -getplugin

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/var/audit;p_fsize=0;p_minfree=1;

Plugin: audit_syslog (inactive)

Attributes: p_flags=;

Plugin: audit_remote (inactive)

Attributes: p_hosts=;p_retries=3;p_timeout=5;

デフォルトでは、audit_binfileプラグインがアクティブです。

監査キュー制御を表示します。
$ auditconfig -getqctrl

no configured audit queue hiwater mark

no configured audit queue lowater mark

no configured audit queue buffer size

no configured audit queue delay

active audit queue hiwater mark (records) = 100

active audit queue lowater mark (records) = 10

active audit queue buffer size (bytes) = 8192

active audit queue delay (ticks) = 20

1
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アクティブなキュー制御は、カーネルによって現在使用されているキュー制御で
す。no configuredの文字列は、システムがデフォルト値を使用していることを示し
ます。

既存のユーザーに対して事前選択されている監査クラスを表示します。

ユーザーを見つけたあと、各ユーザーの audit_flags属性値を表示します。
# who

adoe pts/1 Oct 10 10:20 (:0.0)

adoe pts/2 Oct 10 10:20 (:0.0)

jdoe pts/5 Oct 12 12:20 (:0.0)

jdoe pts/6 Oct 12 12:20 (:0.0)

...

# userattr audit_flags adoe

# userattr audit_flags jdoe

デフォルトでは、ユーザーはシステム全体の設定に関してのみ監査されます。

userattrコマンドについては、userattr(1)のマニュアルページを参照してくださ
い。audit_flagsキーワードについては、user_attr(4)のマニュアルページを参照し
てください。

▼ 監査クラスを事前選択する方法
モニターするイベントを含む監査クラスを事前選択します。事前選択されたクラス
に含まれていないイベントは記録されません。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

現在の事前選択されたクラスを確認します。
# auditconfig -getflags

...

# auditconfig -getnaflags

,,,

出力の説明については、592ページの「監査サービスのデフォルトを表示する方
法」を参照してください。

ユーザーに起因するクラスを事前選択します。
# auditconfig -setflags lo,ps,fw

user default audit flags = ps,lo,fw(0x101002,0x101002)

このコマンドは、login/logout、process start/stop、および file writeクラス内の
イベントの成功と失敗について監査します。

6
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注 – auditconfig -setflagsコマンドでは現在の事前選択が置き換えられるため、事
前選択するすべてのクラスを指定する必要があります。

ユーザーに起因しないクラスを事前選択します。

naクラスには、ほかのイベントに加えて、PROM、ブート、およびユーザーに起因
しないマウントが含まれています。
# auditconfig -setnaflags lo,na

non-attributable audit flags = lo,na(0x1400,0x1400)

-setnaflagsオプションの有効な引数は loと naだけです。

注 – auditconfig -setnaflagsコマンドでは現在の事前選択が置き換えられるため、事
前選択するすべてのクラスを指定する必要があります。

▼ ユーザーの監査特性を構成する方法
システム単位にではなく、ユーザー単位にクラスを事前選択することによって、シ
ステムパフォーマンスへの監査の影響を軽減できる場合があります。また、特定の
ユーザーを、システムとは若干異なる方法で監査することもできます。

ユーザーごとの監査クラスの事前選択は、audit_flagsセキュリティー属性によって
指定されます。664ページの「プロセスの監査特性」で説明されているように、これ
らのユーザー固有の値と、システムに対して事前選択されたクラスによって、その
ユーザーの監査マスクが決定されます。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

user_attrまたは in prof_attrデータベース内の監査フラグを設定します。

たとえば、ユーザーのサブセットの権利を定義する権利プロファイルを作成できま
す。その権利プロファイルが割り当てられているユーザーは同様に監査されます。

■ ユーザーの監査フラグを設定するには、usermodコマンドを使用します。
# usermod -K audit_flags=fw:no jdoe

audit_flagsキーワードの形式は always-audit:never-auditです。

always-audit このユーザーについて監査される監査クラスを一覧表示しま
す。システム全体のクラスへの変更には、キャレット (^)の接頭
辞が付けられます。システム全体のクラスに追加されたクラスに
は、キャレットの接頭辞は付けられません。

3

始める前に

●

監査サービスの構成 (タスク)

第 28章 • 監査の管理 (タスク) 595



never-audit 監査イベントがシステム全体で監査される場合でも、その
ユーザーについて監査されることのない監査クラスを一覧表示し
ます。システム全体のクラスへの変更には、キャレット (^)の接
頭辞が付けられます。

複数の監査クラスを指定するには、クラスをコンマで区切ります。詳細
は、audit_flags(5)のマニュアルページを参照してください。

■ 権利プロファイルの監査フラグを設定するには、profilesコマンドを使用しま
す。
# profiles -p "System Administrator"

profiles:System Administrator> set name="Audited System Administrator"

profiles:Audited System Administrator> set always_audit=fw,as

profiles:Audited System Administrator> end

profiles:Audited System Administrator> exit

ユーザーまたは役割にAudited System Administrator権利プロファイルを割り当て
た場合、そのユーザーまたは役割は、213ページの「割り当てられたセキュリ
ティー属性の検索順序」で説明されている検索順序に従ってこれらのフラグにつ
いて監査されます。

1人のユーザーに関して監査するイベントを変更する

この例では、すべてのユーザーの監査事前選択マスクは次のとおりです。

# auditconfig -getflags

active user default audit flags = ss,lo(0x11000,0x11000)

configured user default audit flags = ss,lo(0x11000,0x11000)

管理者を除き、どのユーザーもログインしていません。

AUE_PFEXEC監査イベントのシステムリソースへの影響を軽減するために、管理者
は、このイベントをシステムレベルでは監査しません。代わりに、管理者
は、ユーザー jdoeの pfクラスを事前選択します。pfクラスは、例 28–10で作成され
ます。

# usermod -K audit_flags=pf:no jdoe

userattrコマンドによって、この追加が表示されます。

# userattr audit_flags jdoe

pf:no

ユーザー jdoeがログインしたとき、jdoeの監査事前選択マスクは、audit_flags値
とシステムのデフォルト値の組み合わせになります。289は、jdoeのログインシェル
の PIDです。

例28–1
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# auditconfig -getpinfo 289

audit id = jdoe(1234)

process preselection mask = ss,pf,lo(0x0100000008011000,0x0100000008011000)

terminal id (maj,min,host) = 242,511,example1(192.168.160.171)

audit session id = 103203403

1人のユーザーに関する監査事前選択の例外を変更する

この例では、すべてのユーザーの監査事前選択マスクは次のとおりです。

# auditconfig -getflags

active user default audit flags = ss,lo(0x11000,0x11000)

configured user default audit flags = ss,lo(0x11000,0x11000)

管理者を除き、どのユーザーもログインしていません。

管理者は、jdoeユーザーに関する失敗した ssイベントを収集しないことを決定しま
した。

# usermod -K audit_flags=^-ss:no jdoe

userattrコマンドによって、この例外が表示されます。

# userattr audit_flags jdoe

^-ss:no

ユーザー jdoeがログインしたとき、jdoeの監査事前選択マスクは、audit_flags値
とシステムのデフォルト値の組み合わせになります。289は、jdoeのログインシェル
の PIDです。

# auditconfig -getpinfo 289

audit id = jdoe(1234)

process preselection mask = +ss,lo(0x11000,0x1000)

terminal id (maj,min,host) = 242,511,example1(192.168.160.171)

audit session id = 103203403

選択されたユーザーを監査する (システム全体の監査はなし)

この例では、選択された 4人のユーザーのシステム上でのログインと役割活動が監
査されます。システムに対して監査クラスは事前選択されていません。

最初に、管理者は、システム全体のフラグをすべて削除します。

# auditconfig -setflags no

user default audit flags = no(0x0,0x0)

次に、管理者は、4人のユーザーに対して 2つの監査クラスを事前選択します。pfク
ラスは、例 28–10で作成されます。

例28–2

例28–3
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# usermod -K audit_flags=lo,pf:no jdoe

# usermod -K audit_flags=lo,pf:no kdoe

# usermod -K audit_flags=lo,pf:no pdoe

# usermod -K audit_flags=lo,pf:no zdoe

次に、管理者は、root役割に対して pfクラスを事前選択します。

# userattr audit_flags root

# rolemod -K audit_flags=lo,pf:no root

# userattr audit_flags root

lo,pf:no

不当な侵入を記録し続けるために、管理者は、ユーザーに起因しないログインの監
査を変更しません。

# auditconfig -getnaflags

active non-attributable audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured non-attributable audit flags = lo(0x1000,0x1000)

ユーザーの監査フラグを削除する

次の例では、管理者がユーザー固有の監査フラグをすべて削除します。現在ログイ
ンしているユーザーの既存のプロセスが引き続き監査されます。

管理者は、audit_flagsキーワードに値を設定せずに usermodコマンドを実行しま
す。

# usermod -K audit_flags= jdoe

# usermod -K audit_flags= kdoe

# usermod -K audit_flags= ldoe

次に、管理者はこの削除を確認します。

# userattr audit_flags jdoe

# userattr audit_flags kdoe

# userattr audit_flags ldoe

ユーザーのグループに対する権利プロファイルを作成する

管理者は、サイトにある管理上の権利プロファイルのすべてで pfクラスが明示的に
監査されるようにしたいと考えています。割り当てを予定している権利プロファイ
ルごとに、管理者は、監査フラグを含むサイト固有のバージョンを LDAP内に作成
します。

最初に、管理者は既存の権利プロファイルを複製し、次に、名前を変更して監査フ
ラグを追加します。

# profiles -p "Network Wifi Management" -S ldap

profiles: Network Wifi Management> set name="Wifi Management"

例28–4
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profiles: Wifi Management> set desc="Audited wifi management"
profiles: Wifi Management> set audit_always=pf

profiles: Wifi Management> exit

使用を予定している権利プロファイルごとにこの手順を繰り返したあと、管理者
は、Wifi Managementプロファイル内の情報を一覧表示します。

# profiles -p "Wifi Management" -S ldap info

name=Wifi Management

desc=Audited wifi management

auths=solaris.network.wifi.config

help=RtNetWifiMngmnt.html

always_audit=pf

▼ 監査ポリシーを変更する方法
デフォルトの監査ポリシーを変更することにより、監査されるコマンドに関する詳
細情報を記録したり、すべてのレコードにゾーン名を追加したり、サイトのほかの
セキュリティー要件を満たしたりすることができます。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

現在の監査ポリシーを表示します。
$ auditconfig -getpolicy

...

出力の説明については、592ページの「監査サービスのデフォルトを表示する方
法」を参照してください。

使用可能なポリシーオプションを表示します。
$ auditconfig -lspolicy

policy string description:

ahlt halt machine if it can not record an async event

all all policies for the zone

arge include exec environment args in audit recs

argv include exec command line args in audit recs

cnt when no more space, drop recs and keep a cnt

group include supplementary groups in audit recs

none no policies

path allow multiple paths per event

perzone use a separate queue and auditd per zone

public audit public files

seq include a sequence number in audit recs

trail include trailer token in audit recs

windata_down include downgraded window information in audit recs

windata_up include upgraded window information in audit recs

zonename include zonename token in audit recs

始める前に
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注 – perzoneおよび ahltポリシーオプションは、大域ゾーンでのみ設定できます。特
定のポリシーオプションを使用した場合のトレードオフについては、585ページ
の「監査ポリシーについて」を参照してください。

選択した監査ポリシーオプションを有効または無効にします。
# auditconfig [ -t ] -setpolicy [prefix]policy[,policy...]

-t オプション。一時的な (アクティブな)ポリシーを作成します。一時的なポ
リシーは、デバッグまたはテストの目的で設定できます。

一時的なポリシーは、監査サービスがリフレッシュされるか、または
auditconfig -setpolicyコマンドによってポリシーが変更されるまで有効で
す。

prefix prefixの値が +のときは、ポリシーのリストが現在のポリシーに追加されま
す。prefixの値が -のときは、ポリシーのリストが現在のポリシーから削除
されます。接頭辞を指定しない場合は、監査ポリシーがリセットされま
す。このオプションを使用すると、現在の監査ポリシーを保持できます。

policy 有効または無効にするポリシーを選択します。

ahlt監査ポリシーオプションを設定する

この例では、厳格なサイトセキュリティーには ahltポリシーが必要です。

# auditconfig -setpolicy -cnt

# auditconfig -setpolicy +ahlt

ahltポリシーの前にあるプラス記号 (+)により、このポリシーが現在のポリシー設定
に追加されます。プラス記号がない場合は、ahltポリシーによって現在の監査ポリ
シーがすべて置き換えられます。

一時的な監査ポリシーを設定する

この例では、ahlt監査ポリシーが構成されます。デバッグのために、管理者は trail

監査ポリシーをアクティブなポリシーに (+trail)一時的に (-t)追加します。trailポ
リシーは、破損した監査トレールの回復に役立ちます。

$ auditconfig -setpolicy ahlt

$ auditconfig -getpolicy

configured audit policies = ahlt

active audit policies = ahlt

$ auditconfig -t -setpolicy +trail

configured audit policies = ahlt

active audit policies = ahlt,trail
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管理者は、デバッグが完了すると trailポリシーを無効にします。

$ auditconfig -setpolicy -trail

$ auditconfig -getpolicy

configured audit policies = ahlt

active audit policies = ahlt

また、audit -sコマンドを実行して監査サービスをリフレッシュした場合も、この
一時的なポリシーに加え、監査サービス内のほかの一時的な値がすべて削除されま
す。ほかの一時的な値の例については、601ページの「監査キュー制御を変更する方
法」を参照してください。

perzone監査ポリシーを設定する

この例では、perzone監査ポリシーが大域ゾーン内の既存のポリシーに追加されま
す。perzoneポリシー設定は永続的なプロパティーとして格納されるため、perzone

ポリシーはセッション中と、監査サービスが再開されたときに有効になりま
す。ゾーンの場合、このポリシーは次のゾーンブートで使用できます

$ auditconfig -getpolicy

configured audit policies = cnt

active audit policies = cnt

$ auditconfig -setpolicy +perzone

$ auditconfig -getpolicy

configured audit policies = perzone,cnt

active audit policies = perzone,cnt

▼ 監査キュー制御を変更する方法
監査サービスは、監査キューパラメータのデフォルト値を提供します。auditconfig

コマンドを使用すると、これらの値を検査、変更、および一時的に変更することが
できます。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

監査キュー制御の現在の値を表示します。
$ auditconfig -getqctrl

...

出力の説明については、592ページの「監査サービスのデフォルトを表示する方
法」を参照してください。

選択された監査キュー制御を変更します。

例28–8
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監査キュー制御の例と説明については、auditconfig(1M)のマニュアルページを参照
してください。

■ 一部またはすべての監査キュー制御を変更するには、-setqctrlオプションを使
用します。

# auditconfig [ -t ] -setqctrl hiwater lowater bufsz interval

たとえば、ほかの制御を設定することなく interval値を 10に設定します。

# auditconfig -setqctrl 0 0 0 10

■ 特定の監査キュー制御を変更するには、そのオプションを指定しま
す。-setqdelayオプションは、# auditconfig -setqdelay 10のよう
に、-setqctrl 0 0 0 interval と同等です。

# auditconfig [ -t ] -setqhiwater value
# auditconfig [ -t ] -setqlowater value
# auditconfig [ -t ] -setqbufsz value
# auditconfig [ -t ] -setqdelay value

監査キュー制御をデフォルトにリセットする

管理者は、すべての監査キュー制御を設定したあと、リポジトリ内の lowater値を元
のデフォルトに変更します。

# auditconfig -setqctrl 200 5 10216 10

# auditconfig -setqctrl 200 0 10216 10

configured audit queue hiwater mark (records) = 200

no configured audit queue lowater mark

configured audit queue buffer size (bytes) = 10216

configured audit queue delay (ticks) = 10

active audit queue hiwater mark (records) = 200

active audit queue lowater mark (records) = 5

active audit queue buffer size (bytes) = 10216

active audit queue delay (ticks) = 10

あとで、管理者は lowater値を現在のセッションのデフォルトに設定します。

# auditconfig -setqlowater 10

# auditconfig -getqlowater

configured audit queue lowater mark (records) = 10

active audit queue lowater mark (records) = 10

▼ audit_warn電子メールエイリアスの構成方法
/etc/security/audit_warnスクリプトは、注意を要する可能性のある監査インシデン
トを管理者に通知するためのメールを生成します。このスクリプトをカスタマイズ
したり、root以外のアカウントにメールを送信したりできます。
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perzoneポリシーが設定されている場合、非大域ゾーン管理者は、非大域ゾーンで
audit_warn電子メールエイリアスを構成する必要があります。

solaris.admin.edit/etc/security/audit_warn承認が割り当てられている管理者にな
る必要があります。デフォルトでは、この承認を持つのは root役割だけです。詳細
は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してくださ
い。

audit_warn電子メールエイリアスを構成します。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ オプション 1 – audit_warnスクリプトで、audit_warn電子メールエイリアスをほ
かの電子メールアカウントに置き換えます。

スクリプトの ADDRESS行にある audit_warn電子メールエイリアスを別のアドレス
に変更します。

#ADDRESS=audit_warn # standard alias for audit alerts

ADDRESS=audadmin # role alias for audit alerts

注 –監査構成ファイルの変更の影響については、659ページの「監査構成ファイル
とパッケージ化」を参照してください。

■ オプション 2 – audit_warn電子メールをほかの電子メールアカウントにリダイレ
クトします。

audit_warn電子メールエイリアスを適切なメールエイリアスファイルに追加しま
す。別名をローカルの /etc/mail/aliasesファイルか、または名前空間内の
mail_aliasesデータベースに追加できます。audit_warn電子メールエイリアスの
メンバーとして rootと audadminの電子メールアカウントが追加された場
合、/etc/mail/aliasesエントリは次のようになります。

audit_warn: root,audadmin

次に、newaliasesコマンドを実行して、aliasesファイルのためのランダムアク
セスデータベースを再構築します。

# newaliases

/etc/mail/aliases: 14 aliases, longest 10 bytes, 156 bytes total

▼ 監査クラスの追加方法
独自の監査クラスを作成すると、サイトで監視する監査イベントだけをそのクラス
に入れることができます。この方法により、収集されるレコード数を削減し、さら
に監査トレール内のノイズも削減することができます。

始める前に
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1つのシステム上でクラスを追加した場合は、監査されているすべてのシステムにそ
の変更をコピーします。ベストプラクティスとして、最初のユーザーがログインす
る前に監査クラスを作成してください。

注 –監査構成ファイルの変更の影響については、659ページの「監査構成ファイルと
パッケージ化」を参照してください。

一意のエントリのための空きビットを選択します。顧客がどのビットを使用できる
かを /etc/security/audit_classファイルで確認します。

solaris.admin.edit/etc/security/audit_class承認が割り当てられている管理者に
なる必要があります。デフォルトでは、この承認を持つのは root役割だけです。詳
細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してくだ
さい。

(省略可能) audit_classファイルのバックアップコピーを保存します。
# cp /etc/security/audit_class /etc/security/audit_class.orig

audit_classファイルに新しいエントリを追加します。

各エントリの書式は次のとおりです。
0x64bitnumber:flag:description

各フィールドについては、audit_class(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。既存のクラスの一覧については、/etc/security/audit_classファイルを参照し
てください。

ヒント – Oracle Solarisの監査構成ファイルを使用すると、これらのファイルを含む独
自のパッケージを作成し、Oracle Solarisのパッケージをサイトでカスタマイズされた
ファイルに置き換えることができます。パッケージ内で preserve属性を trueに設定
すると、pkgサブコマンド (verify、fix、revertなど)は、そのパッケージを基準にして
動作します。詳細については、pkg(1)および pkg(5)のマニュアルページを参照してく
ださい。

新しい監査クラスを作成する

この例では、ある役割で実行される管理コマンドを保持するためのクラスを作成し
ます。audit_classファイルに追加されるエントリは次のとおりです。

0x0100000000000000:pf:profile command

このエントリによって、新しい pf監査クラスが作成されます。例 28–11で、この新
しい監査クラスにデータを割り当てます。

始める前に
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audit_classファイルをカスタマイズした場合は、ユーザーまたは権利プロファイル
に直接割り当てられている監査フラグがすべて、新しい監査クラスと整合性がとれ
ていることを確認してください。audit_flags値が audit_classファイルのサブ
セットでない場合は、エラーが発生します。

▼ 監査イベントの所属先クラスの変更方法
既存の監査クラスのサイズを減らしたり、独自のクラスにイベントを入れたりする
ために、監査イベントのクラスメンバーシップを変更できます。

注意 – audit_eventファイルではイベントをコメントにしないでください。この
ファイルは、prauditコマンドがバイナリ監査ファイルを読み取るときに使用しま
す。また、このファイルに一覧表示されたイベントが、保管された監査ファイルに
含まれることがあります。

1つのシステム上で監査イベントからクラスへのマッピングを再構成した場合は、そ
の変更を、監査されているすべてのシステムにコピーします。ベストプラクティス
として、最初のユーザーがログインする前に、イベントからクラスへのマッピング
を変更してください。

注 –監査構成ファイルの変更の影響については、659ページの「監査構成ファイルと
パッケージ化」を参照してください。

solaris.admin.edit/etc/security/audit_event承認が割り当てられている管理者に
なる必要があります。デフォルトでは、この承認を持つのは root役割だけです。詳
細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してくだ
さい。

(省略可能) audit_eventファイルのバックアップコピーを保存します。
# cp /etc/security/audit_event /etc/security/audit_event.orig

特定のイベントがどのクラスに属するかを変更するには、イベントの class-listを変更
します。

各エントリの書式は次のとおりです。
number:name:description:class-list

number 監査イベント IDです。

name 監査イベントの名前です。

注意事項

始める前に
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description 通常、監査レコードの作成を発生させるシステムコールまたは実行可
能プログラム。

class-list コンマ区切りの監査クラスの一覧です。

ヒント – Oracle Solarisの監査構成ファイルを使用すると、これらのファイルを含む独
自のパッケージを作成し、Oracle Solarisのパッケージをサイトでカスタマイズされた
ファイルに置き換えることができます。パッケージ内で preserve属性を trueに設定
すると、pkgサブコマンド (verify、fix、revertなど)は、そのパッケージを基準にして
動作します。詳細については、pkg(1)および pkg(5)のマニュアルページを参照してく
ださい。

既存の監査イベントを新しいクラスにマッピングする

この例では、既存の監査イベントを例 28–10で作成された新しいクラスにマップし
ます。デフォルトでは、AUE_PFEXEC監査イベントは複数の監査クラスにマッピング
されます。新しいクラスを作成することによって、管理者は、ほかのクラス内のイ
ベントを監査することなく AUE_PFEXECイベントを監査できます。

# grep pf /etc/security/audit_class

0x0100000000000000:pf:profile command

# grep AUE_PFEXEC /etc/security/audit_event

116:AUE_PFEXEC:execve(2) with pfexec enabled:ps,ex,ua,as,cusa

# pfedit /etc/security/audit_event

#116:AUE_PFEXEC:execve(2) with pfexec enabled:ps,ex,ua,as,cusa

116:AUE_PFEXEC:execve(2) with pfexec enabled:pf

# auditconfig -setflags lo,pf

user default audit flags = pf,lo(0x0100000000001000,0x0100000000001000)

監査ログの構成 (タスク)
2つの監査プラグイン audit_binfileと audit_syslog、は、ローカル監査ログを作成
できます。次のタスクは、これらのログの構成に役立ちます。

監査ログの構成 (タスクマップ)
次のタスクマップは、さまざまなプラグインの監査ログを構成するための手順を示
しています。audit_binfileプラグインに対するログの構成はオプションです。その
他のプラグインに対するログは、管理者が構成する必要があります。
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タスク 説明 参照先

audit_binfileプラグインの
ためのローカルストレージ
を追加します。

監査ファイルのための追加のディスク容量を作
成し、それをファイルアクセス権で保護しま
す。

607ページの「監査ファイルのため
の ZFSファイルシステムを作成する
方法」

audit_binfileプラグインに
ストレージを割り当てま
す。

バイナリ監査レコードのためのディレクトリを
識別します。

610ページの「監査トレールのため
の監査領域を割り当てる方法」

監査レコードのリモートシ
ステムへのストリーム出力
を構成します。

保護されたメカニズムを通して監査レコードを
リモートリポジトリに送信できるようにしま
す。

613ページの「監査ファイルをリ
モートリポジトリに送信する方法」

監査ファイルのためのリ
モートストレージを構成し
ます。

リモートシステム上で監査レコードを受信でき
るようにします。

615ページの「監査ファイルのため
のリモートリポジトリを構成する方
法」

audit_syslogプラグインのた
めのストレージを構成しま
す。

テキスト形式の監査イベントを syslogにスト
リーム出力できるようにします。

618ページの「syslog監査ログの構
成方法」

▼ 監査ファイルのためのZFSファイルシステムを作
成する方法
次の手順は、監査ファイルのための ZFSプールや、対応するファイルシステムとマ
ウントポイントを作成する方法を示しています。デフォルトでは、audit_binfileプ
ラグインの監査ファイルは /var/auditファイルシステムに保持されます。

ZFS File System Managementおよび ZFS Storage Management権利プロファイルが割り当
てられている管理者になる必要があります。後者のプロファイルを使用すると、ス
トレージプールを作成できます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

必要なディスク容量を決定します。

ホストあたり少なくとも 200Mバイトのディスク容量を割り当てます。ただし、必要
な監査の量によりディスク容量要件が決まります。つまり、要件によっては、この
数値を超えることもあります。

注 –デフォルトのクラスの事前選択によって、ログイン、ログアウト、役割の引き受
けなどの、loクラス内のイベントの記録されたインスタンスごとに約 80バイトずつ
拡大するファイルが /var/audit内に作成されます。

始める前に
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ミラー化された ZFSストレージプールを作成します。

zpool createコマンドは、ZFSファイルシステムのコンテナであるストレージプール
を作成します。詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の第 1
章「Oracle Solaris ZFSファイルシステム (概要)」を参照してください。
# zpool create audit-pool mirror disk1 disk2

たとえば、c3t1d0と c3t2d0の 2つのディスクから auditpプールを作成し、それらを
ミラー化します。

# zpool create auditp mirror c3t1d0 c3t2d0

監査ファイルのための ZFSファイルシステムとマウントポイントを作成します。

ファイルシステムとマウントポイントは 1つのコマンドで作成します。作成時
に、ファイルシステムがマウントされます。たとえば、次の図は、ホスト名で格納
された監査トレールのストレージを示しています。

注 –ファイルシステムの暗号化を予定している場合は、作成時にファイルシステムを
暗号化する必要があります。例については、例 28–12を参照してください。

暗号化には管理が必要です。たとえば、マウント時にはパスフレーズが必要で
す。詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の「ZFSファイルシ
ステムの暗号化」を参照してください。

# zfs create -o mountpoint=/mountpoint audit-pool/mountpoint

たとえば、auditfファイルシステムの /auditマウントポイントを作成します。

# zfs create -o mountpoint=/audit auditp/auditf

監査ファイルのための ZFSファイルシステムを作成します。
# zfs create -p auditp/auditf/system

. . .

/auditf/audit

host1 host2 hostn

date.date.host1 date.date.hostndate.date.host2

2

3

4
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たとえば、sys1システムのための暗号化されていない ZFSファイルシステムを作成
します。

# zfs create -p auditp/auditf/sys1

(省略可能)監査ファイルのための追加のファイルシステムを作成します。

追加のファイルシステムを作成する 1つの理由は、監査のオーバーフローを回避す
るためです。手順 8に示すように、ファイルシステムあたりの ZFS割り当て制限を
設定できます。各割り当て制限に達すると、audit_warn電子メールエイリアスに
よって通知されます。領域を解放するために、閉じられた監査ファイルをリモート
サーバーに移動できます。

# zfs create -p auditp/auditf/sys1.1

# zfs create -p auditp/auditf/sys1.2

親の監査ファイルシステムを保護します。

プール内のすべてのファイルシステムについて、次の ZFSプロパティーを offに設定
します。

# zfs set devices=off auditp/auditf

# zfs set exec=off auditp/auditf

# zfs set setuid=off auditp/auditf

プール内の監査ファイルを圧縮します。

ZFSでは通常、圧縮はファイルシステムのレベルで設定されます。ただし、この
プール内のすべてのファイルシステムに監査ファイルが含まれているため、圧縮は
プールのトップレベルのデータセットで設定されます。

# zfs set compression=on auditp

『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の「ZFSの圧縮、複製解除、暗号
化のプロパティー間の関連」も参照してください。

割り当て制限を設定します。

親のファイルシステム、子孫のファイルシステム、またはその両方で割り当て制限
を設定できます。親の監査ファイルシステム上で割り当て制限を設定した場合
は、子孫のファイルシステム上の割り当て制限によって追加の制限が課せられま
す。

a. 親の監査ファイルシステム上で割り当て制限を設定します。

次の例では、auditpプール内の両方のディスクが割り当て制限に達する
と、audit_warnスクリプトによって監査管理者に通知されます。

# zfs set quota=510G auditp/auditf
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b. 子孫の監査ファイルシステム上で割り当て制限を設定します。
次の例では、auditp/auditf/ systemファイルシステムの割り当て制限に達する
と、audit_warnスクリプトによって監査管理者に通知されます。
# zfs set quota=170G auditp/auditf/sys1

# zfs set quota=170G auditp/auditf/sys1.1

# zfs set quota=165G auditp/auditf/sys1.2

大規模なプールの場合は、監査ファイルのサイズを制限します。

デフォルトでは、監査ファイルはプールのサイズまで拡大できます。管理容易性の
ために、監査ファイルのサイズを制限します。例 28–14を参照してください。

監査ファイルのための暗号化されたファイルシステムを作成する

サイトのセキュリティー要件に従うために、管理者は、暗号化を有効にして監査
ファイルシステムを作成します。次に、管理者はマウントポイントを設定します。

# zfs create -o encryption=on auditp/auditf

Enter passphrase for auditp/auditf’: /** Type 8-character minimum passphrase**/

Enter again: /** Confirm passphrase **/

# zfs set -o mountpoint=/audit auditp/auditf

パスフレーズがないとファイルシステムに到達できないため、管理者はパスフ
レーズをセキュアな場所に保存します。

管理者が auditfファイルシステムの下に追加のファイルシステムを作成した場合
は、これらの子孫のファイルシステムも暗号化されます。

/var/auditディレクトリに割り当て制限を設定する

この例では、管理者は、デフォルトの監査ファイルシステム上で割り当て制限を設
定します。この割り当て制限に達すると、audit_warnスクリプトによって監査管理
者に警告が通知されます。

# zfs set quota=252G rpool/var/audit

▼ 監査トレールのための監査領域を割り当てる方法
この手順では、audit_binfileプラグインの属性を使用して、監査トレールに追加の
ディスク容量を割り当てます。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。
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audit_binfileプラグインの属性を決定します。

audit_binfile(5)のマニュアルページの「オブジェクト属性」のセクションを参照し
てください。
# man audit_binfile

...

OBJECT ATTRIBUTES

The p_dir attribute specifies where the audit files will be created.

The directories are listed in the order in which they are to be used.

The p_minfree attribute defines the percentage of free space that the

audit system requires before the audit daemon invokes the audit_warn

script.

The p_fsize attribute defines the maximum size that an audit

file can become before it is automatically closed and a new

audit file is opened. ... The format of the p_fsize value can

be specified as an exact value in bytes or in a human-readable

form with a suffix of B, K, M, G, T, P, E, Z (for bytes,

kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes,

or zettabytes, respectively). Suffixes of KB, MB, GB, TB, PB, EB,

and ZB are also accepted.

監査トレールにディレクトリを追加するには、p_dir属性を指定します。

デフォルトのファイルシステムは /var/auditです。
# auditconfig -setplugin audit_binfile p_dir=/audit/sys1.1,/var/audit

前のコマンドは、/audit/sys1.1ファイルシステムを監査ファイルのプライマリ
ディレクトリとして、またデフォルトの /var/auditファイルシステムをセカンダリ
ディレクトリとして設定します。このシナリオでは、/var/auditは最後の手段とし
てのディレクトリです。この構成を成功させるには、/audit/sys1.1ファイルシステ
ムが存在する必要があります。

607ページの「監査ファイルのための ZFSファイルシステムを作成する方法」でも同
様のファイルシステムを作成しました。

監査サービスをリフレッシュします。

auditconfig -setpluginコマンドは、構成された値を設定します。この値は監査
サービスのプロパティーであるため、このサービスがリフレッシュまたは再開され
たときに復元されます。構成された値は、監査サービスがリフレッシュまたは再開
されたときにアクティブになります。構成された値とアクティブな値について
は、auditconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。
# audit -s

audit_binfileプラグインのためのファイルサイズを制限する

次の例では、バイナリ監査ファイルのサイズが特定のサイズに設定されます。この
サイズはMバイト単位で指定されます。
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# auditconfig -setplugin audit_binfile p_fsize=4M

# auditconfig -getplugin audit_binfile

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/var/audit;p_fsize=4M;p_minfree=1;

デフォルトでは、監査ファイルは無制限に拡大できます。作成する監査ファイルを
小さくするために、管理者は 4Mバイトのファイルサイズ制限を指定します。このサ
イズ制限に達すると、監査サービスは新しいファイルを作成します。このファイル
サイズ制限は、管理者が監査サービスをリフレッシュしたあとに有効になります。

# audit -s

監査プラグインに対するいくつかの変更を指定する

次の例では、高いスループットと大規模な ZFSプールを備えたシステム上の管理者
が、audit_binfileプラグインのキューサイズ、バイナリファイルのサイズ、および
弱い制限値の警告を変更します。管理者は、監査ファイルを 4Gバイトまで拡大でき
るようにし、ZFSプールの残りが 2%になったら警告を受信するようにし、許可され
るキューサイズを 2倍にします。デフォルトのキューサイズは、active audit queue

hiwater mark (records) = 100 にあるように、カーネル監査キューの高位境界値 100

になります。

# auditconfig -getplugin audit_binfile

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/var/audit;p_fsize=2G;p_minfree=1;

# auditconfig -setplugin audit_binfile "p_minfree=2;p_fsize=4G" 200

# auditconfig -getplugin audit_binfile

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/var/audit;p_fsize=4G;p_minfree=2;

Queue size: 200

変更した指定は、管理者が監査サービスをリフレッシュしたあとに有効になりま
す。

# audit -s

監査プラグインのキューサイズを削除する

次の例では、audit_binfileプラグインのキューサイが削除されます。

# auditconfig -getplugin audit_binfile

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/var/audit;p_fsize=4G;p_minfree=2;

Queue size: 200

# auditconfig -setplugin audit_binfile "" 0

# auditconfig -getplugin audit_binfile

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/var/audit;p_fsize=4G;p_minfree=2;

空の引用符 ("")によって、現在の属性値が保持されます。最後の 0は、プラグインの
キューサイズをデフォルトに設定します。
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プラグインに対する qsizeの指定の変更は、管理者が監査サービスをリフレッシュし
たあとに有効になります。

# audit -s

警告のための弱い制限値を設定する

この例では、ファイルシステムの 2%がまだ使用可能なときに警告が発行されるよう
に、すべての監査ファイルシステムの最小空き容量のレベルが設定されます。

# auditconfig -setplugin audit_binfile p_minfree=2

デフォルトの割合 (%)は 1です。大規模な ZFSプールの場合は、適度に低い割合を選
択します。たとえば、16Tバイトプールの 10%は約 16Gバイトであり、これによ
り、大量のディスク容量が残っているときに監査管理者に警告が通知されます。2の
値を指定すると、約 2Gバイトのディスク容量が残っているときに audit_warn

メッセージが送信されます。

audit_warn電子メールエイリアスが警告を受信します。エイリアスを設定するに
は、602ページの「audit_warn電子メールエイリアスの構成方法」を参照してくださ
い。

大規模なプールの場合、管理者はファイルサイズも 3Gバイトに制限します。

# auditconfig -setplugin audit_binfile p_fsize=3G

プラグインに対する p_minfreeと p_fsizeの指定は、管理者が監査サービスをリフ
レッシュしたあとに有効になります。

# audit -s

▼ 監査ファイルをリモートリポジトリに送信する方
法
この手順では、audit_remoteプラグインの属性を使用して、監査トレールをリ
モート監査リポジトリに送信します。Oracle Solarisシステム上にリモートリポジトリ
を構成するには、615ページの「監査ファイルのためのリモートリポジトリを構成す
る方法」を参照してください。

リモートリポジトリに監査ファイルの受信者が存在する必要があります。Audit
Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。
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audit_remoteプラグインの属性を決定します。
audit_remote(5)のマニュアルページの「オブジェクト属性」のセクションを参照し
てください。
# man audit_remote

...

OBJECT ATTRIBUTES

The p_hosts attribute specifies the remote servers.

You can also specify the port number and the GSS-API

mechanism.

The p_retries attribute specifies the number of retries for

connecting and sending data. The default is 3.

The p_timeout attribute specifies the number of seconds

in which a connection times out.

デフォルトポートは、solaris_audit IANA割り当て済みポート 16162/tcpです。デ
フォルトのメカニズムは kerberos_v5です。タイムアウトのデフォルトは 5秒で
す。また、プラグインのキューサイズも指定できます。

リモートの受信側のシステムを指定するには、p_hosts属性を使用します。
この例では、受信側のシステムは別のポートを使用します。
# auditconfig -setplugin audit_remote p_hosts=ars.example.com:16088:kerberos_v5

プラグインのその他の属性を変更するには、それを指定します。
たとえば、次のコマンドは、すべてのオプション属性の値を指定します。
# auditconfig -setplugin audit_remote "p_retries=;p_timeout=3" 300

これらの値を確認してから、プラグインをアクティブにします。
たとえば、次のコマンドは、プラグインの値を指定して確認します。
# auditconfig -getplugin audit_remote

Plugin: audit_remote (inactive)

Attributes: p_hosts=ars.example.com:16088:kerberos_v5;p_retries=5;p_timeout=3;

Queue size: 300

# auditconfig -setplugin audit_remote active

監査サービスをリフレッシュします。
監査サービスは、リフレッシュ時に監査プラグインの変更を読み取ります。
# audit -s

監査キューのバッファーサイズのチューニング
この例では、監査キューが audit_remoteプラグインの背後でいっぱいになっていま
す。この監査対象システムは多数のクラスを監査するように構成されており、トラ
フィック量の多い、低速なネットワークを経由して転送しています。管理者は、プ
ラグインのバッファーサイズを増やすことによって、レコードがキューから削除さ
れる前に監査キューを拡張可能にし、バッファーの制限を超えることがないように
ます。
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audsys1 # auditconfig -setplugin audit_remote "" 1000

audsys1 # audit -s

▼ 監査ファイルのためのリモートリポジトリを構成
する方法
この手順では、1つまたは複数の監査対象システムから監査レコードを受信して格納
するためのリモートシステムである監査リモートサーバー (ARS)を構成します。次
に、リモートサーバー上で監査デーモンをアクティブにします。

この構成は 2つの部分から成ります。最初に、監査データをセキュアに転送するた
めのベースとなるセキュリティーメカニズム、つまり、KDCを構成します。2番目
に、監査対象システムとARSの両方に監査サービスを構成します。この手順
は、ARSとKDCが同じサーバー上に存在している、1つの監査対象クライアントと 1
つのARSを含むシナリオを示しています。より複雑なシナリオも同様に構成できま
す。

root役割になる必要があります。583ページの「監査レコードのリモートストレージ
へのストリーム出力を準備する方法」の説明に従って、Kerberosパッケージをイン
ストールしました。613ページの「監査ファイルをリモートリポジトリに送信する方
法」の説明に従って、監査対象システムを構成した管理者とともに作業していま
す。

ベースとなるセキュリティー転送メカニズムを構成します。
監査対象システムとARSの両方が使用できるシステム上のKDC、各システムのホス
ト主体、および auditサービス主体が必要です。

a. KDCを構成します。
サイトでKDCが構成されている場合は、それを使用し、手順 cに進みます。次の
一連のコマンドは、KDCの構成方法を示しています。
arstore # kdcmgr -a audr/admin -r EXAMPLE.COM create master

このコマンドは、管理主体 audr/adminを使用して EXAMPLE.COMレルム内にマス
ターKDCを作成し、そのマスターKDCを有効にして、Kerberosサービスを開始
します。

b. KDCが使用可能なことを確認します。
詳細は、kdcmgr(1M)のマニュアルページを参照してください。
# kdcmgr status

KDC Status Information

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

svc:/network/security/krb5kdc:default (Kerberos key distribution center)

State: online since Wed Feb 29 01:59:27 2012

See: man -M /usr/share/man -s 1M krb5kdc

始める前に
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See: /var/svc/log/network-security-krb5kdc:default.log

Impact: None.

KDC Master Status Information

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

svc:/network/security/kadmin:default (Kerberos administration daemon)

State: online since Wed Feb 29 01:59:28 2012

See: man -M /usr/share/man -s 1M kadmind

See: /var/svc/log/network-security-kadmin:default.log

Impact: None.

Transaction Log Information

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

Kerberos update log (/var/krb5/principal.ulog)

Update log dump :

Log version # : 1

Log state : Stable

Entry block size : 2048

Number of entries : 13

First serial # : 1

Last serial # : 13

First time stamp : Wed Feb 29 01:59:27 2012

Last time stamp : Mon Mar 5 19:29:28 2012

Kerberos Related File Information

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

(Displays any missing files)

c. KDCキータブファイルに auditサービス主体を追加します。

KDCシステム上で kadmin.localコマンドを入力することによって、この主体を
追加できます。または、kadminコマンドを使用し、パスワードを指定することに
よって、リモートから主体を追加できます。この例では、arstoreシステムが
KDCを実行しています。
# kadmin -p audr/admin

kadmin: addprinc -randkey audit/arstore.example.com@EXAMPLE.COM

kadmin: ktadd audit/arstore.example.com@EXAMPLE.COM

d. 各監査対象システム上で、鍵を追加します。

受信者と送信者は鍵を持っている必要があります。
enigma # kclient

.. Enter the Kerberos realm: EXAMPLE.COM

.. KDC hostname for the above realm: arstore.example.com

.. Will this client need service keys ? [y/n]: y

ARS上で監査サービスを構成します。

■ Kerberosレルム内の任意の監査対象システムから監査レコードを受け入れるグ
ループを作成するには、接続グループを指定します。
# auditconfig -setremote group create Bank_A
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Bank_Aが接続グループです。hosts属性が定義されていないため、このグループ
はすべての接続を受け入れます。つまり、これはワイルドカードグループで
す。audit_remoteプラグインが正しく構成されているこのKerberosレルム内の監
査対象システムはすべて、このARSに到達できます。

■ このグループへの接続を制限するには、このリポジトリを使用できる監査対象シ
ステムを指定します。
# auditconfig -setremote group Bank_A "hosts=enigma.example.com"

接続グループ Bank_Aは現在、enigmaシステムからの接続のみを受け入れます。そ
の他のどのホストからの接続も拒否されます。

■ このグループ内の監査ファイルが大きくなりすぎないようにするには、最大サイ
ズを設定します。
# auditconfig -setremote group Bank_A "binfile_size=4GB"

# auditconfig -getremote

Audit Remote Server

Attributes: listen_address=;login_grace_time=30;max_startups=10;listen_port=0;

Connection group: Bank_A (inactive)

Attributes: binfile_dir=/var/audit;binfile_fsize=4GB;binfile_minfree=1;

hosts=enigma.example.com;

監査対象システム上で監査サービスを構成します。
ARSを指定するには、p_hosts属性を使用します。
enigma # auditconfig -setplugin audit_remote active p_hosts=arstore.example.com

enigma # auditconfig -getplugin audit_remote

Plugin: audit_remote

Attributes: p_retries=3;p_timeout=5;p_hosts=arstore.example.com;

監査サービスをリフレッシュします。
監査サービスは、リフレッシュ時に監査プラグインの変更を読み取ります。
# audit -s

KDCは現在、監査対象システム enigmaとARSの間の接続を管理しています。

監査レコードの同じARS上の異なるファイルの場所へのストリーム出
力
この例では、手順にある例を拡張します。管理者は、2つの接続グループを作成する
ことによって、ARS上のホストごとに監査レコードを分離します。

audsys1からの監査ファイルは、このARS上の Bank_Aの接続グループにストリーム
出力されます。

arstore # auditconfig -setremote group create Bank_A

arstore # auditconfig -setremote group active Bank_A "hosts=audsys1"

"hosts=audsys1;binfile_dir=/var/audit/audsys1;binfile_fsize=4M;"

audsys2からの監査ファイルは、Bank_Bの接続グループにストリーム出力されます。
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arstore # auditconfig -setremote group create Bank_B

arstore # auditconfig -setremote group active Bank_B \

"hosts=audsys2;binfile_dir=/var/audit/audsys2;binfile_fsize=4M;"

保守を容易にするために、管理者はその他の属性値を同様に設定します。

arstore # auditconfig -getremote

Audit Remote Server

Attributes: listen_address=;login_grace_time=30;max_startups=10;listen_port=0;

Connection group: Bank_A

Attributes: binfile_dir=/var/audit/audsys1;binfile_fsize=4M;binfile_minfree=1;

hosts=audsys1

Connection group: Bank_B

Attributes: binfile_dir=/var/audit/audsys2;binfile_fsize=4M;binfile_minfree=1;

hosts=audsys2

KDCの別のシステム上へのARSの配置

この例では、管理者はARSをKDCの別のシステム上に配置します。最初に、管理者
はマスターKDCを作成して構成します。

kserv # kdcmgr -a audr/admin -r EXAMPLE.COM create master

kserv # kadmin.local -p audr/admin

kadmin: addprinc -randkey audit/arstore.example.com@EXAMPLE.COM

kadmin: ktadd -t /tmp/krb5.keytab.audit audit/arstore.example.com@EXAMPLE.COM

/tmp/krb5.keytab.auditファイルをARS (arstore)にセキュアに転送したあと、管理
者はこのファイルを正しい場所に移動します。

arstore # chown root:root krb5.keytab.audit

arstore # chmod 600 krb5.keytab.audit

arstore # mv krb5.keytab.audit /etc/krb5/krb5.keytab

このファイルを書き換えるのではなく、管理者には、ARS上で ktutilコマンドを使
用してKDCの krb5.keytab.auditファイルを arstoreの /etc/krb5/krb5.keytab

ファイル内の既存の鍵とマージする方法もあります。

最後に、管理者は監査対象システム上で鍵を生成します。

enigma # kclient

.. Enter the Kerberos realm: EXAMPLE.COM

.. KDC hostname for the above realm: kserv.example.com

.. Will this client need service keys ? [y/n]: y

▼ syslog監査ログの構成方法
監査サービスに、監査キュー内の監査レコードの一部またはすべてを syslog

ユーティリティーにコピーするよう指示できます。バイナリ監査データと概要テキ
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ストの両方を記録した場合、バイナリデータでは完全な監査レコードが提供される
のに対して、概要ではリアルタイムで確認できるようにデータがフィルタリングさ
れます。

audit_syslogプラグインを構成するには、Audit Configuration権利プロファイルが割
り当てられている管理者になる必要があります。syslogユーティリティーを構成し
て auditlogファイルを作成するには、root役割になる必要があります。

audit_syslogプラグインに送信される監査クラスを選択し、このプラグインをアク
ティブにします。

注 – p_flags監査クラスが、システムのデフォルトとして、あるいはユーザーまたは
権利プロファイルの監査フラグで事前選択されている必要があります。事前選択さ
れていないクラスについてレコードは収集されません。

# auditconfig -setplugin audit_syslog active p_flags=lo,+as,-ss

どの system-logサービスインスタンスがオンラインであるかを判定します。
# svcs system-log

STATE STIME FMRI

disabled 13:11:55 svc:/system/system-log:rsyslog

online 13:13:27 svc:/system/system-log:default

注 – rsyslogサービスインスタンスがオンラインである場合は、rsyslog.confファイ
ルを変更します。

syslogユーティリティーを構成します。

a. syslog.confファイルに audit.noticeエントリを追加します。

エントリは、ログファイルの場所を含みます。

# cat /etc/syslog.conf

...

audit.notice /var/adm/auditlog

b. ログファイルを作成します。
# touch /var/adm/auditlog

c. system-logサービスの構成情報をリフレッシュします。
# svcadm refresh system-log:default

始める前に
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注 – rsyslogサービスがオンラインである場合は、system-log:rsyslogサービスイ
ンスタンスをリフレッシュします。

監査サービスをリフレッシュします。

リフレッシュ時に、監査サービスによって変更が監査プラグインに読み込まれま
す。
# audit -s

syslogログファイルを定期的に保管します。

監査サービスでは、大量の出力が生成される可能性があります。ログの管理方法に
ついては、logadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

syslog出力の監査クラスを指定する

次の例では、syslogユーティリティーによって、事前選択された監査クラスのサブ
セットが収集されます。pfクラスは、例 28–10で作成されます。

# auditconfig -setnaflags lo,na

# auditconfig -setflags lo,ss

# usermod -K audit_flags=pf:no jdoe

# auditconfig -setplugin audit_syslog active p_flags=lo,+na,-ss,+pf

auditconfigコマンドの引数はシステムに、すべてのログイン/ログアウ
ト、ユーザーに起因しないイベント、およびシステム状態監査レコードの変更を収
集するよう指示します。audit_syslogプラグインエントリは syslogユーティリ
ティーに、すべてのログイン、ユーザーに起因しない成功したイベント、およびシ
ステム状態の失敗した変更を収集するよう指示します。

jdoeユーザーに関して、このバイナリユーティリティーは、pfexecコマンドへの成
功した呼び出しと失敗した呼び出しを収集します。syslogユーティリ
ティーは、pfexecコマンドへの成功した呼び出しを収集します。

syslog監査レコードをリモートシステムに配置する

syslog.confファイル内の audit.noticeエントリを変更して、リモートシステムを指
定します。この例では、ローカルシステムの名前は sys1.1です。リモートシステム
は、remote1です。

sys1.1 # cat /etc/syslog.conf

...

audit.notice @remote1

remote1システム上の syslog.confファイル内にある audit.noticeエントリはログ
ファイルを指定します。
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remote1 # cat /etc/syslog.conf

...

audit.notice /var/adm/auditlog

ゾーンでの監査サービスの構成 (タスク)
監査サービスは、ゾーン内での監査イベントも含め、システム全体を監査しま
す。非大域ゾーンがインストールされているシステムでは、すべてのゾーンを同様
に監査したり、ゾーンごとに監査を構成したりできます。詳細は、578ページ
の「ゾーン内の監査の計画方法」を参照してください。

非大域ゾーンを、大域ゾーンを監査する場合とまったく同様に監査する場合は、非
大域ゾーン管理者が監査レコードにアクセスできない可能性があります。また、大
域ゾーン管理者は、非大域ゾーン内のユーザーの監査事前選択マスクを変更するこ
ともできます。

非大域ゾーンを個別に監査する場合は、監査レコードが非大域ゾーンのルートから
非大域ゾーンと大域ゾーンに表示されます。

▼ すべてのゾーンの監査を同様に構成する方法
この手順に従えば、すべてのゾーンを同様に監査できます。この方法を使えば、必
要とされるコンピュータオーバーヘッドと管理リソースが最小になります。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

大域ゾーンの監査を構成します。
592ページの「監査サービスの構成 (タスクマップ)」のタスクを行います。ただ
し、次の点は例外です。

■ perzone監査ポリシーを有効にしないでください。
■ zonenameポリシーを設定します。このポリシーによって、ゾーンの名前がすべて
の監査レコードに追加されます。

# auditconfig -setpolicy +zonename

監査構成ファイルを変更した場合は、それらのファイルを大域ゾーンからすべての
非大域ゾーンにコピーします。
audit_classまたは audit_eventファイルを変更した場合は、次の 2つの方法のどち
らかでコピーします。

■ これらのファイルをループバックマウントできます。
■ これらのファイルをコピーできます。

始める前に
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非大域ゾーンが動作している必要があります。

■ 変更された audit_classおよび audit_eventファイルをループバックファイルシス
テム (lofs)としてマウントします。

a. 大域ゾーンから、非大域ゾーンを停止します。
# zoneadm -z non-global-zone halt

b. 大域ゾーンで変更した監査構成ファイルごとに読み取り専用のループバックマ
ウントを 1つずつ作成します。
# zonecfg -z non-global-zone
add fs

set special=/etc/security/audit-file
set dir=/etc/security/audit-file
set type=lofs

add options [ro,nodevices,nosetuid]

commit

end

exit

c. 変更を有効にするには、非大域ゾーンをブートします。
# zoneadm -z non-global-zone boot

あとで、大域ゾーンで監査構成ファイルを変更した場合は、ループバックマウ
ントされたファイルを非大域ゾーンでリフレッシュするために各ゾーンをリ
ブートします。

■ ファイルをコピーします。

a. 大域ゾーンから、各非大域ゾーン内の /etc/securityディレクトリを一覧表示
します。
# ls /zone/zonename/root/etc/security/

b. 変更された audit_classおよび audit_eventファイルを各ゾーンの
/etc/securityディレクトリにコピーします。
# cp /etc/security/audit-file /zone/zonename/root/etc/security/audit-file

あとで、大域ゾーンでこれらのファイルのいずれかを変更した場合は、変更さ
れたファイルを非大域ゾーンにコピーする必要があります。

非大域ゾーンは、大域ゾーンで監査サービスが再開されたときか、またはゾーンが
リブートされたときに監査されます。

ゾーンで監査構成ファイルをループバックマウントとしてマウントす
る

この例では、システム管理者が audit_class、audit_event、および audit_warn

ファイルを変更しました。
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audit_warnファイルは大域ゾーンでのみ読み取られるため、非大域ゾーンにマウン
トする必要はありません。

このシステム machine1上で、管理者は 2つの非大域ゾーン machine1–webserverと
machine1–appserverを作成しました。管理者は、監査構成ファイルの変更を完了し
ました。管理者があとでこれらのファイルを変更した場合は、ループバックマウン
トを再読み込みするために、ゾーンをリブートする必要があります。

# zoneadm -z machine1-webserver halt

# zoneadm -z machine1-appserver halt

# zonecfg -z machine1-webserver

add fs

set special=/etc/security/audit_class

set dir=/etc/security/audit_class

set type=lofs

add options [ro,nodevices,nosetuid]

commit

end

add fs

set special=/etc/security/audit_event

set dir=/etc/security/audit_event

set type=lofs

add options [ro,nodevices,nosetuid]

commit

end

exit

# zonecfg -z machine1-appserver

add fs

set special=/etc/security/audit_class

set dir=/etc/security/audit_class

set type=lofs

add options [ro,nodevices,nosetuid]

commit

end

...

exit

非大域ゾーンがリブートされると、audit_classおよび audit_eventファイルは、こ
れらのゾーンで読み取り専用になります。

▼ ゾーンごとの監査を構成する方法
この手順に従えば、個々のゾーン管理者が自身のゾーン内で監査サービスを制御で
きます。ポリシーオプションの完全な一覧については、auditconfig(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

監査を構成するには、Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管
理者になる必要があります。監査サービスを有効にするには、Audit Control権利プ
ロファイルが割り当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページ
の「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

始める前に
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大域ゾーンで、監査を構成します。

a. 592ページの「監査サービスの構成 (タスクマップ)」のタスクを行います。

b. perzone監査ポリシーを追加してください。コマンドについては、例 28–8を参照
してください。

注 –大域ゾーンで監査サービスを有効にする必要はありません。

監査を予定している各非大域ゾーンで、監査ファイルを構成します。

a. 592ページの「監査サービスの構成 (タスクマップ)」のタスクを行います。

b. システム全体の監査設定は構成しないでください。
特に、非大域ゾーンに perzoneまたは ahltポリシーを追加しないでください。

使用するゾーンで監査を有効にします。
myzone# audit -s

非大域ゾーンで監査を無効にする

この例は、perzone監査ポリシーが設定されている場合に機能します。noaudit

ゾーンのゾーン管理者が、そのゾーンの監査を無効にします。

noauditzone # auditconfig -getcond

audit condition = auditing

noauditzone # audit -t

noauditzone # auditconfig -getcond

audit condition = noaudit

監査サービスの有効化および無効化 (タスク)
監査サービスは、デフォルトで有効になっています。大域ゾーンで perzone監査ポリ
シーが設定されている場合、ゾーン管理者は、自分の非大域ゾーン内の監査サービ
スを有効にしたり、リフレッシュしたり、無効にしたりすることができます。

▼ 監査サービスをリフレッシュする方法
この手順では、監査サービスが有効になったあと、監査プラグインの構成を変更し
たときに監査サービスをリフレッシュします。
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Audit Control権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

監査サービスをリフレッシュします。
# audit -s

注 –監査サービスをリフレッシュすると、すべての一時的な構成設定が失われま
す。監査ポリシーとキュー制御では、一時的な設定が許可されます。詳細
は、auditconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。

現在監査されているユーザーの事前選択マスクを更新します。
監査サービスをリフレッシュしても、既存のプロセスのマスクは変更されませ
ん。既存のプロセスの事前選択マスクを明示的にリセットするには、648ページ
の「ログインしているユーザーの事前選択マスクを更新する方法」を参照してくだ
さい。

有効になっている監査サービスをリフレッシュする

この例では、管理者が監査を再構成し、変更を確認したあと、監査サービスをリフ
レッシュします。

■ 最初に、管理者は一時的なポリシーを追加します。

# auditconfig -t -setpolicy +zonename

# auditconfig -getpolicy

configured audit policies = ahlt,arge,argv,perzone

active audit policies = ahlt,arge,argv,perzone,zonename

■ 次に、管理者はキュー制御を指定します。

# auditconfig -setqctrl 200 20 0 0

# auditconfig -getqctrl

configured audit queue hiwater mark (records) = 200

configured audit queue lowater mark (records) = 20

configured audit queue buffer size (bytes) = 8192

configured audit queue delay (ticks) = 20

active audit queue hiwater mark (records) = 200

active audit queue lowater mark (records) = 20

active audit queue buffer size (bytes) = 8192

active audit queue delay (ticks) = 20

■ 次に、管理者はプラグインの属性を指定します。
■ audit_binfileプラグインの場合、管理者は qsize値を削除します。

# auditconfig -getplugin audit_binfile

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/audit/sys1.1,/var/audit;

p_minfree=2;p_fsize=4G;

Queue size: 200

# auditconfig -setplugin audit_binfile "" 0

始める前に
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# auditconfig -getplugin audit_binfile

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/audit/sys1.1,/var/audit

p_minfree=2;p_fsize=4G;

■ audit_syslogプラグインの場合、管理者は、成功したログインおよびログアウ
トイベントと失敗した実行可能ファイルが syslogに送信されるように指定し
ます。このプラグインの qsizeは 150に設定されます。

# auditconfig -setplugin audit_syslog active p_flags=+lo,-ex 150

# auditconfig -getplugin audit_syslog

auditconfig -getplugin audit_syslog

Plugin: audit_syslog

Attributes: p_flags=+lo,-ex;

Queue size: 150

■ 管理者は、audit_remote プラグインを構成したり、使用したりしません。
■ 次に、管理者は監査サービスをリフレッシュし、構成を確認します。

■ 一時的な zonenameポリシーはもう設定されていません。

# audit -s

# auditconfig -getpolicy

configured audit policies = ahlt,arge,argv,perzone

active audit policies = ahlt,arge,argv,perzone

■ キュー制御は同じままです。

# auditconfig -getqctrl

configured audit queue hiwater mark (records) = 200

configured audit queue lowater mark (records) = 20

configured audit queue buffer size (bytes) = 8192

configured audit queue delay (ticks) = 20

active audit queue hiwater mark (records) = 200

active audit queue lowater mark (records) = 20

active audit queue buffer size (bytes) = 8192

active audit queue delay (ticks) = 20

■ audit_binfileプラグインには、指定されたキューサイズはありませ
ん。audit_syslogプラグインには、指定されたキューサイズがあります。

# auditconfig -getplugin

Plugin: audit_binfile

Attributes: p_dir=/var/audit;p_fsize=4G;p_minfree=2;

Plugin: audit_syslog

Attributes: p_flags=+lo,-ex;

Queue size: 50

...

▼ 監査サービスを無効にする方法
この手順は、大域ゾーンで、および perzone監査ポリシーが設定されている場合は非
大域ゾーンで監査を無効にする方法を示しています。perzoneポリシーが大域ゾーン
で設定されたあと、監査が有効になっている非大域ゾーンは、大域ゾーンのリ
ブートや非大域ゾーンのリブートのあとも引き続き監査レコードを収集します。
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監査サービスを無効または有効にするには、Audit Control権利プロファイルが割り
当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられ
ている管理権限を使用する方法」を参照してください。

audit -tコマンドを実行して、監査サービスを無効にします。

詳細は、audit(1M)と auditd(1M)のマニュアルページを参照してください。

■ 大域ゾーンで、監査サービスを無効にします。
# audit -t

perzone監査ポリシーが設定されていない場合は、このコマンドによって、すべ
てのゾーンで監査が無効になります。perzone監査ポリシーが設定されている場
合、非大域ゾーンは影響を受けません。

■ 非大域ゾーンで、監査サービスを無効にします。

perzone監査ポリシーが設定されている場合、非大域ゾーン管理者は、その非大
域ゾーンでサービスを無効にする必要があります。

zone1 # audit -t

▼ 監査サービスを有効にする方法
この手順では、監査サービスが管理者によって無効にされたあとに、すべての
ゾーンでこのサービスを有効にします。非大域ゾーンで監査サービスを開始するに
は、例 28–26を参照してください。

監査サービスを有効または無効にするには、Audit Control権利プロファイルが割り
当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられ
ている管理権限を使用する方法」を参照してください。

監査サービスを有効にするには、audit -sコマンドを使用します。
# audit -s

詳細は、audit(1M)のマニュアルページを参照してください。

監査が有効になっていることを確認します。
# auditconfig -getcond

audit condition = auditing

始める前に
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非大域ゾーンで監査を有効にする

この例では、ゾーン管理者が、次のアクションを実行したあとに zone1に対する監査
サービスを有効にします。

■ 大域ゾーン管理者は、大域ゾーンで perzoneポリシーを設定します。
■ 非大域ゾーンのゾーン管理者は、監査サービスと、ユーザーごとのカスタマイズ
を構成します。

次に、ゾーン管理者は、そのゾーンに対する監査サービスを有効にします。

zone1# audit -s

ローカルシステム上の監査レコードの管理 (タスク)
デフォルトのプラグイン audit_binfileによって監査トレールが作成されます。この
トレールには大量のデータが含まれる場合があります。次のタスクでは、さまざま
な監査データを使用して作業を行う方法について説明します。

ローカルシステム上の監査レコードの管理 (タス
クマップ)
次のタスクマップは、監査レコードの選択、分析、および管理の手順を示していま
す。

タスク 説明 参照先

監査レコードの書式を表
示します。

監査イベント用に収集される情報、および表示され
る情報の順番を表示します。

629ページの「監査レコード定義を
表示する方法」

監査レコードをマージし
ます。

複数のマシンの監査ファイルを 1つの監査トレール
に結合します。

630ページの「監査トレールの監査
ファイルをマージする方法」

検査するレコードを選択
します。

調査対象の特定のイベントを選択します。 632ページの「監査トレールから監
査イベントを選択する方法」

監査レコードを表示しま
す。

バイナリ監査レコードの表示を有効にします。 633ページの「バイナリ監査ファイ
ルの内容を表示する方法」

正確でない名前を付けら
れた監査ファイルを整理
します。

監査サービスにより意図的でなく開いたままにされ
た監査ファイルに最終タイムスタンプを設定しま
す。

636ページの「not_terminated監査
ファイルを整理する方法」

監査トレールの
オーバーフローを回避し
ます。

監査ファイルシステムがいっぱいになることを防止
します。

637ページの「監査トレールの
オーバーフローを防ぐ方法」
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▼ 監査レコード定義を表示する方法
auditrecordコマンドは、監査レコード定義を表示します。この定義によって、監査
イベントの監査イベント番号、監査クラス、選択マスク、およびレコード書式が提
供されます。

すべての監査イベントレコードの定義をHTMLファイル内に格納します。
-aオプションを指定すると、すべての監査イベント定義が一覧表示されます。-hオ
プションを指定すると、この一覧がHTML形式で格納されます。
% auditrecord -ah > audit.events.html

ヒント –このHTMLファイルをブラウザで表示する場合は、ブラウザの検索ツールを
使用して特定の監査レコード定義を検索します。

詳細は、auditrecord(1M)のマニュアルページを参照してください。

プログラムの監査レコード定義の表示

この例では、loginプログラムによって生成されたすべての監査レコードの定義が表
示されます。ログインプログラムには、rlogin、telnet、newgrp、およびOracle
Solarisの Secure Shell機能が含まれています。

% auditrecord -p login

...

login: logout

program various See login(1)

event ID 6153 AUE_logout

class lo (0x0000000000001000)

...

newgrp

program newgrp See newgrp login

event ID 6212 AUE_newgrp_login

class lo (0x0000000000001000)

...

rlogin

program /usr/sbin/login See login(1) - rlogin

event ID 6155 AUE_rlogin

class lo (0x0000000000001000)

...

/usr/lib/ssh/sshd

program /usr/lib/ssh/sshd See login - ssh

event ID 6172 AUE_ssh

class lo (0x0000000000001000)

...

telnet login

program /usr/sbin/login See login(1) - telnet

event ID 6154 AUE_telnet

class lo (0x0000000000001000)

...

●
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監査クラスの監査レコード定義の表示

この例では、例 28–10で作成された pfクラス内のすべての監査レコードの定義が表
示されます。

% auditrecord -c pf

pfexec

system call pfexec See execve(2) with pfexec enabled

event ID 116 AUE_PFEXEC

class pf (0x0100000000000000)

header

path pathname of the executable

path pathname of working directory

[privileges] privileges if the limit or inheritable set are changed

[privileges] privileges if the limit or inheritable set are changed

[process] process if ruid, euid, rgid or egid is changed

exec_arguments

[exec_environment] output if arge policy is set

subject

[use_of_privilege]

return

use_of_privilegeトークンは、特権が使用されている場合は常に記録されま
す。privilegesトークンは、制限または継承可能セットが変更された場合に記録さ
れます。processトークンは、IDが変更された場合に記録されます。これらの
トークンをレコードに含めるために、ポリシーオプションは必要ありません。

▼ 監査トレールの監査ファイルをマージする方法
すべての監査ディレクトリの監査ファイルをマージすることによって、監査ト
レール全体の内容を分析できます。

注 –監査トレール内のタイムスタンプは協定世界時 (UTC)であるため、日付と時間を
意味あるものにするには、現在のタイムゾーンに変換する必要があります。これら
のファイルを auditreduceコマンドではなく、標準ファイルコマンドで操作する場合
は、常にこの点に注意してください。

Audit Review権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

マージされた監査ファイルを格納するためのファイルシステムを作成します。
ディスク容量の制限に達する可能性を減らすために、このファイルシステムは、元
のファイルを格納するために 607ページの「監査ファイルのための ZFSファイルシス
テムを作成する方法」で作成したファイルシステムとは別の zpool内に存在するよう
にしてください。

例28–28
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監査トレール内の監査レコードをマージします。

マージされた監査ファイルを格納するためのディレクトリに移動します。この
ディレクトリから、指定された接尾辞を含むファイルに監査レコードをマージしま
す。ローカルシステム上の監査トレール内のすべてのディレクトリがマージさ
れ、このディレクトリ内に配置されます。

# cd audit-storage-directory
# auditreduce -Uppercase-option -O suffix

大文字オプションを auditreduceコマンドに指定すると、監査トレール内のファイル
を操作できます。次の大文字オプションがあります。

-A 監査トレール内のすべてのファイルを選択します。

-C 完全ファイルだけを選択します。

-M 特定の接尾辞を持つファイルを選択します。接尾辞はマシン名、ま
たはサマリーファイルに指定した接尾辞です。

-O 開始時間と終了時間を示す 14文字のタイムスタンプおよび接尾辞
suffixが付いた監査ファイルを現在のディレクトリに作成します。

-R pathname 代替の監査ルートディレクトリである pathname内の監査ファイルを
読み取ることを指定します。

-S server 指定されたサーバーから監査ファイルを読み取ることを指定しま
す。

オプションの完全な一覧については、auditreduce(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

サマリーファイルに監査ファイルをコピーする

次の例では、System Administrator権利プロファイルが割り当てられた管理者が、監
査トレールのすべてのファイルを別のファイルシステム上のマージされたファイル
にコピーします。/var/audit/storageファイルシステムは、監査のルートファイル
システムである /var/auditファイルシステムとは別のディスク上にあります。

$ cd /var/audit/storage

$ auditreduce -A -O All

$ ls /var/audit/storage/*All

20100827183214.20100827215318.All

次の例では、完全なファイルのみが、監査トレールから、マージされたファイルに
コピーされます。完全パスは、-0オプションの値として指定されます。パスの最後
のコンポーネント Completeは、接尾辞として使用されます。

$ auditreduce -C -O /var/audit/storage/Complete

$ ls /var/audit/storage/*Complete

20100827183214.20100827214217.Complete

2
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次の例では、-Dオプションを追加することによって、元の監査ファイルが削除され
ます。

$ auditreduce -C -O daily_sys1.1 -D sys1.1

$ ls *sys1.1

20100827183214.20100827214217.daily_sys1.1

▼ 監査トレールから監査イベントを選択する方法
調べる監査レコードをフィルタリングすることができます。フィルタリングオプ
ションの一覧については、auditreduce(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

Audit Review権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

監査トレールまたは指定した監査ファイルから必要なレコードを選択します。
auditreduce -lowercase-option argument [optional-file]

argument 小文字オプションが必要とする特定の引数。たとえば、-cオプション
は、uaなどの監査クラスの argumentを必要とします。

-d 特定の日付のイベントをすべて選択します。argumentの日付の形式
は、yyyymmddです。ほかの日付オプション -bと -aは、特定の日付の
前と後のイベントを選択します。

-u 特定のユーザーのイベント属性をすべて選択します。argumentは
ユーザー名です。もう 1つのユーザーオプション -eは、実効ユーザー
IDのイベント属性をすべて選択します。

-c 事前選択された監査クラス内のイベントをすべて選択しま
す。argumentは監査クラス名です。

-m 特定の監査イベントのインスタンスをすべて選択します。argumentは
監査イベントです。

-o オブジェクトタイプによって選択します。このオプションは、ファイ
ル、グループ、ファイル所有者、FMRI、PID、およびその他のオブ
ジェクトタイプによって選択するために使用します。

optional-file 監査ファイルの名前です。

オプションの完全な一覧については、auditreduce(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

始める前に
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監査ファイルを結合して削減する

auditreduceコマンドは、入力ファイルを結合するときに、関連性の少ないレコード
を除外できます。たとえば、auditreduceコマンドを使用して、1か月以上経過した
監査ファイルから、ログインレコードとログアウトレコード以外のレコードを削除
することができます。監査トレール全体が必要になった場合は、バックアップメ
ディアから監査トレールを復元します。

# cd /var/audit/audit_summary

# auditreduce -O lo.summary -b 20100827 -c lo; compress *lo.summary

ユーザー監査レコードをサマリーファイルにコピーする

この例では、特定のユーザーの名前を含む監査トレール内のレコードがマージされ
ます。-eオプションを指定すると実効ユーザーが検索されます。-uオプションを指
定すると、ログインユーザーが検索されます。

$ cd /var/audit/audit_summary

$ auditreduce -e tamiko -O tamiko

このファイル内の特定のイベントを検索できます。次の例では、2010年 9月 7日に
ユーザーがログインした時間が確認されます。接尾辞にユーザーの名前が付いた
ファイルだけが確認されます。日付の短い形式は、yyyymmddです。

# auditreduce -M tamiko -O tamikolo -d 20100907 -u tamiko -c lo

選択レコードを 1つのファイルにコピーする

この例では、特定の日のログインおよびログアウトレコードが監査トレールから選
択されます。これらのレコードは、ターゲットファイルにマージされま
す。ターゲットファイルは、監査ルートディレクトリを含むファイルシステム以外
のファイルシステムに書き込まれます。

# auditreduce -c lo -d 20100827 -O /var/audit/audit_summary/logins

# ls /var/audit/audit_summary/*logins

/var/audit/audit_summary/20100827183936.20100827232326.logins

▼ バイナリ監査ファイルの内容を表示する方法
prauditコマンドを使用すると、バイナリ監査ファイルの内容を表示できま
す。auditreduceコマンドから出力をパイプしたり、特定の監査ファイルを読み
取ったりできます。さらに処理する場合に -xオプションが役立ちます。
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Audit Review権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

次の prauditコマンドの 1つを使用して、目的に沿った出力を生成します。
次の例は、同じ監査イベントからの praudit出力を表示します。監査ポリ
シーは、sequenceトークンを含むように設定されています。

■ praudit -sコマンドを使用して、短い書式で 1行につき 1トークンの監査レ
コードを表示します。-lオプションを指定して、1行に各レコードを配置しま
す。

$ auditreduce -c lo | praudit -s

header,69,2,AUE_screenlock,,mach1,2010-10-14 08:02:56.348 -07:00

subject,jdoe,root,staff,jdoe,staff,856,50036632,82 0 mach1

return,success,0

sequence,1298

■ praudit -rコマンドを使用して、監査レコードの raw書式で 1行につき 1トーク
ンの監査レコードを表示します。-lオプションを指定して、1行に各レコードを
配置します。

$ auditreduce -c lo | praudit -r

21,69,2,6222,0x0000,10.132.136.45,1287070091,698391050

36,26700,0,10,26700,10,856,50036632,82 0 10.132.136.45

39,0,0

47,1298

■ praudit -xコマンドは、監査レコードを XML形式 (1行に 1トークン)で表示しま
す。-lオプションを指定して、1レコードのXML出力を 1行に配置します。次の
表示は、2行の出力をこの印刷ページに合わせて分割しています。

$ auditreduce -c lo | praudit -x

<record version="2" event="screenlock - unlock" host="mach1"
iso8601="2010-10-14 08:28:11.698 -07:00">

<subject audit-uid="jdoe" uid="root" gid="staff" ruid="jdoe
rgid="staff" pid="856" sid="50036632" tid="82 0 mach1"/>

<return errval="success" retval="0"/>
<sequence seq-num="1298"/>
</record>

監査トレール全体を印刷する

印刷コマンドへのパイプを使用すると、監査トレール全体の出力がプリンタに送ら
れます。セキュリティー上の理由から、プリンタへのアクセスは制限されていま
す。

# auditreduce | praudit | lp -d example.protected.printer

始める前に
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特定の監査ファイルを表示する

この例では、サマリーログインファイルを端末ウィンドウで調べます。

# cd /var/audit/audit_summary/logins

# praudit 20100827183936.20100827232326.logins | more

監査レコードを XML形式に変換する

この例では、監査レコードをXML形式に変換します。

# praudit -x 20100827183214.20100827215318.logins > 20100827.logins.xml

XMLファイルは、ブラウザで表示できます。スクリプトを使えば、XMLファイルの
内容を操作して目的の情報を抽出できます。

praudit出力をスクリプトで処理する

prauditコマンドの出力は、必要に応じてテキストとして操作できます。たとえ
ば、auditreduceコマンドでは選択できないレコードを選択することがあります。単
純なシェルスクリプトを使用すると、prauditコマンドの出力を処理できます。次の
サンプルスクリプトは、1つの監査レコードを 1行にまとめ、ユーザーが指定した文
字列を検索したあと、監査ファイルを元の形式に戻します。

#!/bin/sh

#

## This script takes an argument of a user-specified string.

# The sed command prefixes the header tokens with Control-A

# The first tr command puts the audit tokens for one record

# onto one line while preserving the line breaks as Control-A

#

praudit | sed -e ’1,2d’ -e ’$s/^file.*$//’ -e ’s/^header/^aheader/’ \\

| tr ’\\012\\001’ ’\\002\\012’ \\

| grep "$1" \\ Finds the user-specified string
| tr ’\\002’ ’\\012’ Restores the original newline breaks

スクリプトの ^aは、^と aという 2つの文字ではなく、Control-Aです。この接頭辞
によって、headerトークンが、テキストとして表示される headerという文字列と区
別されます。

次のようなメッセージは、prauditコマンドを使用するために必要な権限がないこと
を示しています。

praudit: Can’t assign 20090408164827.20090408171614.sys1.1 to stdin.
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プロファイルシェルで prauditコマンドを実行します。Audit Review権利プロファイ
ルが割り当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り
当てられている管理権限を使用する方法」を参照してください。

▼ not_terminated監査ファイルを整理する方法
異常なシステム中断が発生した場合、監査サービスは、監査ファイルがまだ開いて
いる状態で終了します。または、ファイルシステムにアクセスできなくなり、シス
テムが強制的に新しいファイルシステムに切り替えられます。このような場合、そ
の監査ファイルは監査レコードとして使用されなくなりますが、監査ファイルの終
了タイムスタンプとして文字列 not_terminatedが付いたままになりま
す。auditreduce -Oコマンドを使用して、ファイルに正しいタイムスタンプを付け
ます。

Audit Review権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要がありま
す。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照し
てください。

監査ファイル上の not_terminated文字列が付いたファイルを作成順に一覧表示しま
す。
# ls -R1t audit-directory*/* | grep not_terminated

-R サブディレクトリ内のファイルを一覧表示します。

-t 最新のファイルからもっとも古いファイルの順で一覧表示します。

-1 1列でファイルを一覧表示します。

古い not_terminatedファイルを整理します。

古いファイルの名前を auditreduce -Oコマンドに指定します。
# auditreduce -O system-name old-not-terminated-file

古い not_terminatedファイルを削除します。
# rm system-name old-not-terminated-file

閉じた not_terminated監査ファイルを整理する

次の例では、not_terminatedファイルを検索し、名前を変更して、元のファイルを
削除します。

ls -R1t */* | grep not_terminated

.../egret.1/20100908162220.not_terminated.egret

.../egret.1/20100827215359.not_terminated.egret

# cd */egret.1

始める前に
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# auditreduce -O egret 20100908162220.not_terminated.egret

# ls -1t

20100908162220.not_terminated.egret Current audit file
20100827230920.20100830000909.egret Cleaned up audit file
20100827215359.not_terminated.egret Input (old) audit file
# rm 20100827215359.not_terminated.egret

# ls -1t

20100908162220.not_terminated.egret Current audit file
20100827230920.20100830000909.egret Cleaned up audit file

新しいファイルの開始タイムスタンプは、not_terminatedファイル内にある最初の
監査イベントの時間を反映します。終了タイムスタンプは、そのファイル内にある
最後の監査ファイルの時間を反映します。

▼ 監査トレールのオーバーフローを防ぐ方法
セキュリティーポリシーですべての監査データが保存される必要がある場合は、監
査レコードの消失を回避します。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

audit_binfileプラグインで、最小空き容量サイズを設定します。

p_minfree属性を使用します。

ディスク容量が最小空き容量サイズまでいっぱいになると、audit_warn電子メール
エイリアスによって警告が送信されます。例 28–17を参照してください。

監査ファイルを定期的に保存するスケジュールを設定します。

ファイルをオフラインのメディアにバックアップして、監査ファイルを保管しま
す。これらのファイルを保存ファイルシステムに移動することもできます。

syslogユーティリティーを使用してテキスト監査ログを収集している場合は、テキ
ストログを保管します。詳細は、logadm(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

スケジュールを設定して、保管された監査ファイルを監査ファイルシステムから削
除します。

補助情報を保存し保管します。

監査レコードの解釈に必要な情報を、監査トレールとともに格納します。少なくと
も、passwd、group、および hostsファイルを保存します。また、audit_eventおよび
audit_classファイルも保管することがあります。

始める前に
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保管した監査ファイルの記録をとります。

保存したメディアを適切な方法で保管します。

ZFS圧縮を有効にすることによって、必要なファイルシステム容量を削減します。
監査ファイル専用の ZFSファイルシステムでは、圧縮によってファイルが大幅に縮
小されます。例については、651ページの「専用ファイルシステム上の監査ファイル
を圧縮する方法」を参照してください。

『Oracle Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の「ZFSの圧縮、複製解除、暗号
化のプロパティー間の関連」も参照してください。

サマリーファイルを作成して、格納する監査データのボリュームを削減します。

監査トレールからサマリーファイルを抽出するには、auditreduceコマンドのオプ
ションを使用します。サマリーファイルには、指定された種類の監査イベントのレ
コードだけが含まれます。サマリーファイルを抽出するには、例 28–30および
例 28–32を参照してください。

監査サービスのトラブルシューティング (タスク)
このセクションでは、監査のさまざまなエラーメッセージ、設定、およびほかの
ツールによって提供される監査について説明します。これらの手順は、必要な監査
イベントを記録したり、監査の問題をデバッグしたりするのに役立ちます。

監査サービスのトラブルシューティング (タスク
マップ)
次のタスクマップは、監査をトラブルシューティングするための手順を示していま
す。

問題 解決方法 参照先

監査を構成したときに監査レコード
がログに記録されないのはなぜで
しょうか。

監査サービスをトラブルシューティン
グします。

639ページの「監査が実行中であるかど
うかを判定する方法」

収集される監査情報を減らすに
は、どうすればよいでしょうか。

監査が必要なイベントについての
み、監査を行います。

642ページの「生成される監査レコード
の量を削減する方法」
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問題 解決方法 参照先

システムでのユーザーの動作をすべ
て監査するには、どうすればよいで
しょうか。

すべてのコマンドについて 1人または
複数のユーザーを監査します。

644ページの「ユーザーによるすべての
コマンドを監査する方法」

記録される監査イベントを変更し
て、その変更内容を既存の
セッションに適用するには、どうす
ればよいでしょうか。

ユーザーの事前選択マスクを更新しま
す。

648ページの「ログインしている
ユーザーの事前選択マスクを更新する
方法」

変更内容を特定のファイルに格納す
るには、どうすればよいでしょう
か。

ファイルの変更を監査し、auditreduce

コマンドを使用して特定のファイルを
検索します。

646ページの「特定のファイルに対する
変更の監査レコードを検索する方法」

監査ファイルのサイズを減らすに
は、どうすればよいでしょうか。

バイナリ監査ファイルのサイズを制限
します。

650ページの「バイナリ監査ファイルの
サイズを制限する方法」

監査ファイルに使用するファイルシ
ステムの容量を減らすには、どうす
ればよいでしょうか。

ZFS割り当て制限と圧縮を使用しま
す。

651ページの「専用ファイルシステム上
の監査ファイルを圧縮する方法」

audit_eventファイルから監査イベ
ントを削除するには、どうすればよ
いでしょうか。

audit_eventファイルを正しく更新しま
す。

649ページの「特定のイベントの監査を
回避する方法」

Oracle Solarisシステムへのすべての
ログインを監査するには、どうすれ
ばよいでしょうか。

システムからのログインを監査しま
す。

652ページの「ほかのオペレーティング
システムからのログインを監査する方
法」

FTP転送で監査レコードが保持され
ないのはなぜでしょうか。

ログを生成するユーティリティーに適
切な監査ツールを使用します。

652ページの「FTPおよび SFTPファイ
ル転送を監査する方法」

▼ 監査が実行中であるかどうかを判定する方法
監査機能はデフォルトで有効になります。監査は無効になっていないと考えられる
にもかかわらず、アクティブなプラグインに監査レコードが送信されていない場合
は、次の手順を使用して問題を分離します。

システムファイルを変更するには、solaris.admin.edit/path-to-system-file承認が割り
当てられている必要があります。デフォルトでは、root役割がこの承認を持ってい
ます。監査を構成するには、Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられて
いる管理者になる必要があります。
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監査が実行中であるかどうかを判定します。

次のいずれかの方法を使用します。

■ 現在の監査の状況を確認します。

次のリストは、監査が実行中でないことを示しています。

# auditconfig -getcond

audit condition = noaudit

次のリストは、監査が実行中であることを示しています。

# auditconfig -getcond

audit condition = auditing

■ 監査サービスが実行中であることを確認します。

次のリストは、監査が実行中でないことを示しています。

# svcs -x auditd

svc:/system/auditd:default (Solaris audit daemon)

State: disabled since Sun Oct 10 10:10:10 2010

Reason: Disabled by an administrator.

See: http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-05

See: auditd(1M)

See: audit(1M)

See: auditconfig(1M)

See: audit_flags(5)

See: audit_binfile(5)

See: audit_syslog(5)

See: audit_remote(5)

See: /var/svc/log/system-auditd:default.log

Impact: This service is not running.

次のリストは、監査サービスが実行中であることを示しています。

# svcs auditd

STATE STIME FMRI

online 10:10:10 svc:/system/auditd:default

監査サービスが実行中でない場合、有効にします。手順については、627ページ
の「監査サービスを有効にする方法」を参照してください。

少なくとも 1つのプラグインがアクティブであることを確認します。
# audit -v

audit: no active plugin found

どのプラグインもアクティブでない場合は、1つのプラグインをアクティブにしま
す。

# auditconfig -setplugin audit_binfile active

# audit -v

configuration ok
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カスタマイズ監査クラスを作成した場合、そのクラスにイベントが割り当て済みで
あることを確認します。

たとえば、次のフラグのリストには、Oracle Solarisソフトウェアでは提供されな
かった pfクラスが含まれています。
# auditconfig -getflags

active user default audit flags = pf,lo(0x0100000000000000,00x0100000000001000)

configured user default audit flags = pf,lo(0x0100000000000000,00x0100000000001000)

pfクラスの作成については、603ページの「監査クラスの追加方法」を参照してくだ
さい。

a. クラスが audit_classファイルで定義されていることを確認します。

監査クラスが定義されている必要があり、そのマスクが一意である必要がありま
す。
# grep pf /etc/security/audit_class Verify class exists
0x0100000000000000:pf:profile

# grep 0x0100000000000000 /etc/security/audit_class Ensure mask is unique
0x0100000000000000:pf:profile

一意でないマスクを置き換えます。クラスが定義されていない場合、定義しま
す。それ以外の場合は、有効な値で auditconfig -setflagsコマンドを実行して現
在のフラグをリセットします。

b. イベントがクラスに割り当てられていることを確認します。
次のいずれかの方法を使用します。
# auditconfig -lsevent | egrep " pf|,pf|pf,"

AUE_PFEXEC 116 pf execve(2) with pfexec enabled

# auditrecord -c pf

List of audit events assigned to pf class

イベントがクラスに割り当てられていない場合、適切なイベントをこのクラスに
割り当てます。

前の手順で問題が見つからなかった場合は、電子メールとログファイルを確認しま
す。

a. audit_warnエイリアスに送信された電子メールを読み取ります。

audit_warnスクリプトは、audit_warn電子メールエイリアスにアラート
メッセージを送信します。正しく構成されたエイリアスが存在しない場
合、メッセージは rootアカウントに送信されます。

b. 監査サービスのログファイルを確認します。
svcs -s auditd コマンドの出力には、監査サービスが生成する監査ログのフルパ
スが一覧表示されます。例については、手順 1のリストを参照してください。
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c. システムログファイルを確認します。
audit_warnスクリプトは、/var/log/syslogファイルに daemon.alertメッセージ
を書き込みます。

/var/adm/messagesファイルに情報が含まれている可能性があります。

問題を見つけて修正したあと、監査サービスを有効にするか、または再開します。
# audit -s

▼ 生成される監査レコードの量を削減する方法
サイトでどのイベントを監査する必要があるかを決定したあと、推奨される次の方
法を使用して、必要な情報のみを含む監査ファイルを作成します。

監査クラスを事前選択し、監査ポリシーを設定するには、Audit Configuration権利プ
ロファイルが割り当てられている必要があります。システムファイルを変更するに
は、solaris.admin.edit/path-to-system-file承認が割り当てられている必要がありま
す。デフォルトでは、root役割がこの承認を持っています。ユーザー、役割、およ
び権利プロファイルに監査フラグを割り当てるには、root役割になる必要がありま
す。

デフォルトの監査ポリシーを使用します。
具体的には、監査証跡へのイベントと監査トークンの追加を回避します。次のポリ
シーによって、監査トレールのサイズが拡大します。

■ argeポリシー –環境変数を execv監査イベントに追加します。execvイベントの監
査のコストは高くなることがありますが、監査レコードへの変数の追加のコスト
は高くありません。

■ argvポリシー –コマンドパラメータを execv監査イベントに追加します。execvイ
ベントの監査のコストは高くなることがありますが、監査レコードへのコマンド
パラメータの追加のコストは高くありません。

■ publicポリシー –ファイルイベントが監査されている場合は、公開オブジェクト
に対して監査可能なイベントが発生するたびに、監査トレールにイベントを追加
します。ファイルクラスには、fa、fc、fd、fm、fr、fw、clなどがあります。公
開ファイルの定義については、562ページの「監査の用語と概念」を参照してく
ださい。

■ pathポリシー – pathトークンを、省略可能な pathトークンを含む監査イベントに
追加します。

■ groupポリシー – groupトークンを、省略可能な newgroupsトークンを含む監査イ
ベントに追加します。

■ seqポリシー – sequenceトークンをすべての監査イベントに追加します。
■ trailポリシー – trailerトークンをすべての監査イベントに追加します。

5
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■ windata_downポリシー – Trusted Extensionsが構成されたシステム上で、ラベル付
きウィンドウ内の情報がダウングレードされるとイベントを追加します。

■ windata_upポリシー – Trusted Extensionsが構成されたシステム上で、ラベル付き
ウィンドウ内の情報がアップグレードされるとイベントを追加します。

■ zonenameポリシー –ゾーン名をすべての監査イベントに追加します。大域ゾーン
が唯一の構成されたゾーンである場合は、文字列 zone, globalをすべての監査イ
ベントに追加します。

次の監査レコードは、lsコマンドの使用を示しています。exクラスが監査対象
で、デフォルトのポリシーが使用されています。

header,129,2,AUE_EXECVE,,mach1,2010-10-14 11:39:22.480 -07:00

path,/usr/bin/ls

attribute,100555,root,bin,21,320271,18446744073709551615

subject,jdoe,root,root,root,root,2404,50036632,82 0 mach1

return,success,0

すべてのポリシーがオンの場合、同じレコードが次のようになります。

header,1578,2,AUE_EXECVE,,mach1,2010-10-14 11:45:46.658 -07:00

path,/usr/bin/ls

attribute,100555,root,bin,21,320271,18446744073709551615

exec_args,2,ls,/etc/security

exec_env,49,MANPATH=/usr/share/man,USER=jdoe,GDM_KEYBOARD_LAYOUT=us,EDITOR=gedit,

LANG=en_US.UTF-8,GDM_LANG=en_US.UTF-8,PS1=#,GDMSESSION=gnome,SESSIONTYPE=1,SHLVL=2,

HOME=/home/jdoe,LOGNAME=jdoe,G_FILENAME_ENCODING=@locale,UTF-8, PRINTER=example-dbl,

...

path,/lib/ld.so.1

attribute,100755,root,bin,21,393073,18446744073709551615

subject,jdoe,root,root,root,root,2424,50036632,82 0 mach1

group,root,other,bin,sys,adm,uucp,mail,tty,lp,nuucp,daemon

return,success,0

zone,global

sequence,197

trailer,1578

audit_syslogプラグインを使用して、一部の監査イベントを syslogに送信します。

これらの監査イベントを audit_binfileまたは audit_remoteプラグインには送信しな
いでください。この方法は、syslogログに送信する監査イベントのバイナリレ
コードを保持する必要がない場合にのみ有効です。

設定するシステム全体の監査フラグの数を減らし、個々のユーザーを監査します。

システム全体で監査される監査クラスの数を減らすことによって、すべての
ユーザーに対する監査の量を削減します。

特定のユーザーや役割のイベントを監査するには、roleadd、 rolemod、useradd、お
よび usermodコマンドの audit_flagsキーワードを使用します。例について
は、例 28–21および usermod(1M)のマニュアルページを参照してください。
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特定の権利プロファイルのイベントを監査するには、profilesコマンドの
always_auditおよび never_auditプロパティーを使用します。詳細は、profiles(1)の
マニュアルページを参照してください。

注 –ほかのセキュリティー属性と同様に、監査フラグは検索順序によって影響を受け
ます。詳細は、213ページの「割り当てられたセキュリティー属性の検索順序」を参
照してください。

独自のカスタマイズ監査クラスを作成します。

使用しているシステムで監査クラスを作成できます。これらのクラスに、モニ
ターが必要な監査イベントのみを指定します。手順については、603ページの「監査
クラスの追加方法」を参照してください。

注 –監査構成ファイルの変更の影響については、659ページの「監査構成ファイルと
パッケージ化」を参照してください。

▼ ユーザーによるすべてのコマンドを監査する方法
サイトのセキュリティーポリシーの一環として、サイトによっては、rootアカウン
トや管理役割によって実行されるすべてのコマンドの監査レコードが必要になりま
す。サイトによっては、すべてのユーザーによるすべてのコマンドの監査レコード
が必要な場合があります。さらに、サイトでコマンド引数や環境を記録することが
必要になる場合もあります。

監査クラスを事前選択し、監査ポリシーを設定するには、Audit Configuration権利プ
ロファイルが割り当てられている管理者になる必要があります。ユーザー、役
割、および権利プロファイルに監査フラグを割り当てるには、root役割になる必要
があります。

loクラスおよび exクラスを監査します。

exクラスは、exec()関数および execve()関数のすべての呼び出しを監査します。

loクラスは、ログイン、ログアウト、および画面ロックを監査します。次の出力
は、exおよび loクラス内のすべてのイベントを一覧表示しています。
% auditconfig -lsevent | grep " lo "

AUE_login 6152 lo login - local

AUE_logout 6153 lo logout

AUE_telnet 6154 lo login - telnet

AUE_rlogin 6155 lo login - rlogin

AUE_rshd 6158 lo rsh access

AUE_su 6159 lo su

AUE_rexecd 6162 lo rexecd

AUE_passwd 6163 lo passwd
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AUE_rexd 6164 lo rexd

AUE_ftpd 6165 lo ftp access

AUE_ftpd_logout 6171 lo ftp logout

AUE_ssh 6172 lo login - ssh

AUE_role_login 6173 lo role login

AUE_newgrp_login 6212 lo newgrp login

AUE_admin_authenticate 6213 lo admin login

AUE_screenlock 6221 lo screenlock - lock

AUE_screenunlock 6222 lo screenlock - unlock

AUE_zlogin 6227 lo login - zlogin

AUE_su_logout 6228 lo su logout

AUE_role_logout 6229 lo role logout

AUE_smbd_session 6244 lo smbd(1m) session setup

AUE_smbd_logoff 6245 lo smbd(1m) session logoff

AUE_ClientConnect 9101 lo client connection to x server

AUE_ClientDisconnect 9102 lo client disconn. from x server

% auditconfig -lsevent | egrep " ex |,ex |ex,"

AUE_EXECVE 23 ex,ps execve(2)

■ 管理役割に対してこれらのクラスを監査するには、それらの役割のセキュリ
ティー属性を変更します。

次の例で、rootは役割です。このサイトでは、sysadm、auditadm、および netadm

の 3つの役割が作成されています。すべての役割で、exおよび loクラス内のイベ
ントの成功と失敗が監査されます。
# rolemod -K audit_flags=lo,ex:no root

# rolemod -K audit_flags=lo,ex:no sysadm

# rolemod -K audit_flags=lo,ex:no auditadm

# rolemod -K audit_flags=lo,ex:no netadm

■ すべてのユーザーに対してこれらのクラスを監査するには、システム全体のフラ
グを設定します。
# auditconfig -setflags lo,ex

出力は次のようになります。

header,129,2,AUE_EXECVE,,mach1,2010-10-14 12:17:12.616 -07:00

path,/usr/bin/ls

attribute,100555,root,bin,21,320271,18446744073709551615

subject,jdoe,root,root,root,root,2486,50036632,82 0 mach1

return,success,0

コマンドへの引数を記録するには、argvポリシーを追加します。
# auditconfig -setpolicy +argv

exec_argsトークンは、コマンド引数を記録します。

header,151,2,AUE_EXECVE,,mach1,2010-10-14 12:26:17.373 -07:00

path,/usr/bin/ls

attribute,100555,root,bin,21,320271,18446744073709551615

exec_args,2,ls,/etc/security

subject,jdoe,root,root,root,root,2494,50036632,82 0 mach1

return,success,0
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コマンドが実行される環境を記録するには、argeポリシーを追加します。
# auditconfig -setpolicy +arge

exec_envトークンは、コマンド環境を記録します。

header,1460,2,AUE_EXECVE,,mach1,2010-10-14 12:29:39.679 -07:00

path,/usr/bin/ls

attribute,100555,root,bin,21,320271,18446744073709551615

exec_args,2,ls,/etc/security

exec_env,49,MANPATH=/usr/share/man,USER=jdoe,GDM_KEYBOARD_LAYOUT=us,EDITOR=gedit,

LANG=en_US.UTF-8,GDM_LANG=en_US.UTF-8,PS1=#,GDMSESSION=gnome,SESSIONTYPE=1,SHLVL=2,

HOME=/home/jdoe,LOGNAME=jdoe,G_FILENAME_ENCODING=@locale,UTF-8,

PRINTER=example-dbl,...,_=/usr/bin/ls

subject,jdoe,root,root,root,root,2502,50036632,82 0 mach1

return,success,0

▼ 特定のファイルに対する変更の監査レコードを検
索する方法
目標が、/etc/passwdや /etc/defaultディレクトリ内のファイルなどの、限られた数
のファイルに対するファイル書き込みをログに記録することである場合
は、auditreduceコマンドを使用してこれらのファイルを見つけることができます。

root役割は、この手順内のすべてのタスクを実行できます。

管理権限が組織内に分散している場合は、次の点を考慮してください。

■ Audit Configuration権利プロファイルを持つ管理者は、auditconfigコマンドを実
行できます。

■ Audit Review権利プロファイルを持つ管理者は、auditreduceコマンドを実行でき
ます。

■ 監査フラグを割り当てることができるのは、root役割だけです。

詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してく
ださい。

fwクラスを監査します。
このクラスをユーザーまたは役割の監査フラグに追加すると、このクラスをシステ
ム全体の監査事前選択マスクに追加する場合に比べて、生成されるレコードが少な
くなります。次の手順のいずれかを実行します。

■ fwクラスを特定の役割に追加します。
# rolemod -K audit_flags=fw:no root

# rolemod -K audit_flags=fw:no sysadm

# rolemod -K audit_flags=fw:no auditadm

# rolemod -K audit_flags=fw:no netadm
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■ fwクラスをシステム全体のフラグに追加します。
# auditconfig -getflags

active user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

# auditconfig -setflags lo,fw

user default audit flags = lo,fw(0x1002,0x1002)

または、成功したファイル書き込みを監査します。
成功を監査すると、失敗と成功を監査する場合に比べて、生成されるレコードが少
なくなります。次の手順のいずれかを実行します。

■ +fwフラグを特定の役割に追加します。
# rolemod -K audit_flags=+fw:no root

# rolemod -K audit_flags=+fw:no sysadm

# rolemod -K audit_flags=+fw:no auditadm

# rolemod -K audit_flags=+fw:no netadm

■ +fwフラグをシステム全体のフラグに追加します。
# auditconfig -getflags

active user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

# auditconfig -setflags lo,+fw

user default audit flags = lo,+fw(0x1002,0x1000)

■ システム全体のフラグで成功と失敗を監査している場合は、特定のユーザーや役
割の成功のみを監査します。
# auditconfig -getflags

active user default audit flags = lo,fw(0x1002,0x1002)

configured user default audit flags = lo,fw(0x1002,0x1002)

# rolemod -K audit_flags=^-fw:no root

# rolemod -K audit_flags=^-fw:no sysadm

# rolemod -K audit_flags=^-fw:no auditadm

# rolemod -K audit_flags=^-fw:no netadm

システム全体のフラグはそのままで変更されませんが、これらの 4つの役割の事
前選択マスクが変更されます。

# auditconfig -getflags

active user default audit flags = lo,fw(0x1002,0x1000)

configured user default audit flags = lo,fw(0x1002,0x1000)

特定のファイルの監査レコードを検索するには、auditreduceコマンドを使用しま
す。
# auditreduce -o file=/etc/passwd,/etc/default -O filechg

auditreduceコマンドは、file引数のすべてのインスタンスについて監査証跡を検索
します。このコマンドにより、接尾辞 filechgを持つバイナリファイルが作成されま
す。このファイルには、必要なファイルのパス名を含むすべてのレコードが含まれ
ています。-o file=pathnameオプションの構文については、auditreduce(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。
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filechgファイルを読み取るには、prauditコマンドを使用します。
# praudit *filechg

▼ ログインしているユーザーの事前選択マスクを更
新する方法
すでにログインしているユーザーを、システム全体の監査事前選択マスクの変更に
ついて監査するようにしたいとします。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。ユーザーセッションを終了するには、Process Management権利プロファイルが
割り当てられている管理者になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当て
られている管理権限を使用する方法」を参照してください。

すでにログインしているユーザーの事前選択マスクを更新します。
2つの選択肢があります。既存のセッションを終了するか、または auditconfigコマ
ンドを使用すると事前選択マスクを更新できます。

■ ユーザーの既存のセッションを終了します。
ユーザーはログアウトしてから、ログインし直すことができます。また
は、Process Management権利プロファイルが割り当てられている役割は、アク
ティブなセッションを手動で終了 (強制終了)できます。新しいセッションで
は、新しい事前選択マスクが継承されます。ただし、ユーザーの終了が実用的で
ない場合もあります。

■ ログインしている各ユーザーの事前選択マスクを動的に変更します。
この例では、システム全体の監査事前選択マスクを loから lo,exに変更したと仮
定します。
# auditconfig -setflags lo,ex

a. ログインしている通常のユーザーと各ユーザーのプロセス IDを一覧表示しま
す。
# who -a

jdoe - vt/2 Jan 25 07:56 4:10 1597 (:0)

jdoe + pts/1 Jan 25 10:10 . 1706 (:0.0)

...

jdoe + pts/2 Jan 25 11:36 3:41 1706 (:0.0)

b. あとで比較するために、各ユーザーの事前選択マスクを表示します。
# auditconfig -getpinfo 1706

audit id = jdoe(1234)

process preselection mask = lo(0x1000,0x1000)

terminal id (maj,min,host) = 9426,65559,mach1(192.168.123.234)

audit session id = 103203403
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c. 次の 1つ以上のコマンドを実行することによって、適切な事前選択マスクを変
更します。
# auditconfig -setpmask 1706 lo,ex /* for this process */
# auditconfig -setumask jdoe lo,ex /* for this user */
# auditconfig -setsmask 103203403 lo,ex /* for this session */

d. ユーザーの事前選択マスクが変更されたことを確認します。
たとえば、マスクを変更する前に存在していたプロセスを確認します。
# auditconfig -getpinfo 1706

audit id = jdoe(1234)

process preselection mask = ex,lo(0x40001000,0x40001000)

terminal id (maj,min,host) = 9426,65559,mach1(192.168.123.234)

audit session id = 103203403

▼ 特定のイベントの監査を回避する方法
メンテナンスのために、サイトでイベントが監査されないようにする場合がありま
す。

root役割になる必要があります。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

イベントのクラスを noクラスに変更します。

注 –監査構成ファイルの変更の影響については、659ページの「監査構成ファイルと
パッケージ化」を参照してください。

たとえば、イベント 26および 27は pmクラスに属しています。

## audit_event file

...

25:AUE_VFORK:vfork(2):ps

26:AUE_SETGROUPS:setgroups(2):pm

27:AUE_SETPGRP:setpgrp(2):pm

28:AUE_SWAPON:swapon(2):no

...

これらのイベントを noクラスに変更します。

## audit_event file

...

25:AUE_VFORK:vfork(2):ps

26:AUE_SETGROUPS:setgroups(2):no

27:AUE_SETPGRP:setpgrp(2):no

28:AUE_SWAPON:swapon(2):no

...
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pmクラスが現在監査中である場合でも、既存のセッションはイベント 26および 27を
監査します。これらのイベントの監査を停止するには、648ページの「ログインして
いるユーザーの事前選択マスクを更新する方法」の手順に従って、ユーザーの事前
選択マスクを更新する必要があります。

注意 – audit_eventファイルではイベントをコメントにしないでください。この
ファイルは、prauditコマンドがバイナリ監査ファイルを読み取るときに使用しま
す。また、このファイルに一覧表示されたイベントが、保管された監査ファイルに
含まれることがあります。

カーネルイベントをリフレッシュします。
# auditconfig -conf

Configured 283 kernel events.

▼ バイナリ監査ファイルのサイズを制限する方法
バイナリ監査ファイルは無制限に増大します。保管や検索を容易にするために、サ
イズの制限が必要となることがあります。元のファイルから小さいバイナリファイ
ルを作成することもできます。

p_fsize属性を設定するには、Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられ
ている管理者になる必要があります。auditreduceコマンドを使用するには、Audit
Review権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があります。詳細
は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照してくださ
い。

p_fsize属性を使用して、個々のバイナリ監査ファイルのサイズを制限します。

p_fsize属性については、audit_binfile(5)のマニュアルページの「オブジェクト属
性」のセクションを参照してください。

例については、例 28–14を参照してください。

auditreduceコマンドを使用してレコードを選択し、これらのレコードを、さらに分
析するためにより小さなファイルに書き込みます。

auditreduce -lowercaseオプションは特定のレコードを検索します。

auditreduce -Uppercaseオプションは選択したレコードをファイルに書き込みま
す。詳細は、auditreduce(1M)のマニュアルページを参照してください。628ページ
の「ローカルシステム上の監査レコードの管理 (タスク)」も参照してください。
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▼ 専用ファイルシステム上の監査ファイルを圧縮す
る方法
監査ファイルは拡大する場合があります。例 28–14に示すように、ファイルのサイ
ズに上限を設定できます。この手順では、圧縮を使用してサイズを削減します。

ZFS File System Managementおよび ZFS Storage Management権利プロファイルが割り当
てられている管理者になる必要があります。後者のプロファイルを使用すると、ス
トレージプールを作成できます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権
限を使用する方法」を参照してください。

ZFSファイルシステムを監査ファイル専用にします。

手順については、607ページの「監査ファイルのための ZFSファイルシステムを作成
する方法」を参照してください。

次のオプションのいずれかを使用して ZFSストレージプールを圧縮します。

どちらのオプションを使用した場合でも、監査ファイルシステムが圧縮されま
す。監査サービスがリフレッシュされると、圧縮率が表示されます。

圧縮を設定するには、zfs set compression=on dataset コマンドを使用します。次の例
では、ZFSプール auditp/auditfがデータセットです。

■ デフォルトの圧縮アルゴリズムを使用します。
# zfs set compression=on auditp/auditf

# audit -s

# zfs get compressratio auditp/auditf

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

auditp/auditf compressratio 4.54x -

■ より高い圧縮アルゴリズムを使用します。
# zfs set compression=gzip-9 auditp/auditf

# zfs get compression auditp/auditf

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

auditp/auditf compression gzip-9 local

# audit -s

# zfs get compressratio auditp/auditf

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

auditp/auditf compressratio 16.89x -

gzip-9圧縮アルゴリズムでは、デフォルトの圧縮アルゴリズムである lzjbに比べ
て、占有する容量が 1/3少ないファイルが生成されます。詳細は、『Oracle
Solaris 11.1の管理: ZFSファイルシステム』の第 5章「Oracle Solaris ZFSファイルシ
ステムの管理」を参照してください。
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▼ ほかのオペレーティングシステムからのログイン
を監査する方法
Oracle Solaris OSは、ソースには関係なく、すべてのログインを監査できます。

Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

loクラスを、ユーザーに起因するイベントとユーザーに起因しないイベントについ
て監査します。

このクラスは、ログイン、ログアウト、および画面ロックを監査します。これらの
クラスは、デフォルトで監査されます。

# auditconfig -getflags

active user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

# auditconfig -getnaflags

active non-attributable audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured non-attributable audit flags = lo(0x1000,0x1000)

値が変更されている場合は、loフラグを追加します。
# auditconfig -getflags

active user default audit flags = as,st(0x20800,0x20800)

configured user default audit flags = as,st(0x20800,0x20800)

# auditconfig -setflags lo,as,st

user default audit flags = as,lo,st(0x21800,0x21800)

# auditconfig -getnaflags

active non-attributable audit flags = na(0x400,0x400)

configured non-attributable audit flags = na(0x400,0x400)

# auditconfig -setnaflags lo,na

non-attributable audit flags = lo,na(0x1400,0x1400)

注 – sshログインを監査するには、システムでOracle Solarisから sshデーモンが実行
されている必要があります。このデーモンは、Oracle Solarisシステム上の監査サービ
スに合わせて変更されています。詳細は、302ページの「Secure ShellとOpenSSHプ
ロジェクト」を参照してください。

▼ FTPおよび SFTPファイル転送を監査する方法
FTPサービスは、ファイル転送のログを作成します。sshプロトコルの下で実行され
る SFTPサービスは、ft監査クラスを事前選択することによって監査できます。これ
らの両方のサービスへのログインを監査できます。

始める前に

1

2

監査サービスのトラブルシューティング (タスク)

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月652



Audit Configuration権利プロファイルが割り当てられている管理者になる必要があり
ます。詳細は、170ページの「割り当てられている管理権限を使用する方法」を参照
してください。

FTPサービスのコマンドとファイル転送をログに記録するには、proftpd(8)のマ
ニュアルページを参照してください。

使用可能なログ作成オプションについては、ProFTPD Logging (http://
www.proftpd.org/docs/howto/Logging.html)を参照してください。

sftpのアクセスとファイル転送をログに記録するには、ftクラスを監査します。

ftクラスには、次の SFTPトランザクションが含まれています。
% auditrecord -c ft

file transfer: chmod ...

file transfer: chown ...

file transfer: get ...

file transfer: mkdir ...

file transfer: put ...

file transfer: remove ...

file transfer: rename ...

file transfer: rmdir ...

file transfer: session start ...

file transfer: session end ...

file transfer: symlink ...

file transfer: utimes

FTPサーバーへのアクセスを記録するには、loクラスを監査します。

次の出力に示すとおり、proftpdデーモンへのログインおよびログアウトで監査レ
コードが生成されます。
% auditrecord -c lo | more

...

FTP server login

program proftpd See in.ftpd(1M)

event ID 6165 AUE_ftpd

class lo (0x0000000000001000)

header

subject

[text] error message

return

FTP server logout

program proftpd See in.ftpd(1M)

event ID 6171 AUE_ftpd_logout

class lo (0x0000000000001000)

header

subject

return

...

始める前に

1

2

3
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監査 (参照)

この章では、監査の重要なコンポーネントについて説明します。この章の内容は次
のとおりです。

■ 655ページの「監査サービス」
■ 657ページの「監査サービスのマニュアルページ」
■ 658ページの「監査を管理するための権利プロファイル」
■ 659ページの「監査とOracle Solarisゾーン」
■ 659ページの「監査構成ファイルとパッケージ化」
■ 660ページの「監査クラス」
■ 661ページの「監査プラグイン」
■ 662ページの「監査リモートサーバー」
■ 662ページの「監査ポリシー」
■ 664ページの「プロセスの監査特性」
■ 665ページの「監査トレール」
■ 665ページの「バイナリ監査ファイルの命名規則」
■ 665ページの「監査レコードの構造」
■ 667ページの「監査トークンの形式」

監査の概要については、第 26章「監査 (概要)」を参照してください。計画の提案に
ついては、第 27章「監査の計画」を参照してください。使用しているシステムで監
査を構成する手順については、第 28章「監査の管理 (タスク)」を参照してくださ
い。

監査サービス
デフォルトでは、監査サービス auditdが有効になっています。サービスを有効
化、リフレッシュ、または無効化するには、624ページの「監査サービスの有効化お
よび無効化 (タスク)」を参照してください。
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顧客の構成がまだ存在しない場合は、次のデフォルトが設定されています。

■ すべてのログインイベントが監査されます。

成功したログイン試行と失敗したログイン試行の両方が監査されます。
■ すべてのユーザーがログインおよびログアウトイベントについて、役割の引き受
けや画面ロックも含め、監査されます。

■ audit_binfileプラグインがアクティブです。/var/auditディレクトリに監査レ
コードが格納されます。監査ファイルのサイズに制限はありません。ま
た、キューサイズは 100レコードです。

■ cntポリシーが設定されています。

監査レコードによって使用可能なディスク容量がいっぱいになると、システム
は、破棄された監査レコードの数を追跡します。使用可能なディスク容量の残り
が 1%になると、警告が発行されます。

■ 次の監査キュー制御が設定されています。
■ レコードのロックが発生する前の監査キュー内のレコードの最大数 - 100
■ ブロックされた監査プロセスがブロック解除される前の監査キュー内のレ
コードの最小数 - 10

■ 監査キューのバッファーサイズ - 8192バイト
■ 監査トレールへの監査レコードの書き込み間隔 - 20秒

デフォルトの設定を表示するには、592ページの「監査サービスのデフォルトを表示
する方法」を参照してください。

監査サービスでは、一時的な (アクティブな)値を設定できます。これらの値は、構
成された (プロパティー)値とは異なることがあります。

■ 一時的な値は、監査サービスをリフレッシュまたは再開したときには復元されま
せん。

監査ポリシーと監査キューの制御は、一時的な値を受け入れます。監査フラグに
は、一時的な値は含まれません。

■ 構成された値はサービスのプロパティー値として格納されるため、監査サービス
をリフレッシュまたは再開したときに復元されます。

権利プロファイルは、だれが監査サービスを管理できるかを制御します。詳細は、658
ページの「監査を管理するための権利プロファイル」を参照してください。

デフォルトでは、すべてのゾーンが同様に監査されます。659ページの「監査と
Oracle Solarisゾーン」を参照してください。

監査サービス
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監査サービスのマニュアルページ
次の表に、監査サービスのための主要な管理マニュアルページをまとめています。

マニュアルページ サマリー

audit(1M) 監査サービスのアクションを制御するコマンド。

audit -nは、audit_binfileプラグインの新しい監査ファイルを起動しま
す。

audit -sは、監査を有効にしたり、リフレッシュしたりします。

audit -tは、監査を無効にします。

audit -vは、少なくとも 1つのプラグインがアクティブであることを確認し
ます。

audit_binfile(5) デフォルトの監査プラグインであり、監査レコードをバイナリファイルに
送信します。661ページの「監査プラグイン」も参照してください。

audit_remote(5) 監査レコードをリモートの受信者に送信する監査プラグイン。

audit_syslog(5) 監査レコードの概要テキストを syslogユーティリティーに送信する監査プ
ラグイン。

audit_class(4) 監査クラスの定義を含むファイル。上位 8ビットは、顧客が新しい監査クラ
スを作成するために使用できます。システムのアップグレードでこの
ファイルを変更することの効果については、603ページの「監査クラスの追
加方法」を参照してください。

audit_event(4) 監査イベントの定義を含み、それらのイベントを監査クラスにマップする
ファイル。このマッピングは変更できます。システムのアップグレードで
このファイルを変更することの効果については、605ページの「監査イベン
トの所属先クラスの変更方法」を参照してください。

audit_flags(5) 監査クラスの事前選択の構文、失敗したイベントのみ、または成功したイ
ベントのみを選択するための接頭辞、および既存の事前選択を変更するた
めの接頭辞について説明しています。

audit.log(4) バイナリ監査ファイルのネーミング、ファイルの内部構造、およびすべて
の監査トークンの構造について説明しています。

audit_warn(1M) 監査レコードの書き込み中に監査サービスで異常な状態が発生したときに
電子メールエイリアスを通知するスクリプト。このスクリプトをサイトに
合わせてカスタマイズすることで、手動による対処が必要な状態を警告す
るようにしたり、そのような状態を自動的に処理するための方法を指定し
たりできます。

auditconfig(1M) 監査構成パラメータを取得および設定するコマンド。

取得および設定できるパラメータの一覧を表示するには、オプションを付
けずに auditconfigを入力します。
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マニュアルページ サマリー

auditrecord(1M) /etc/security/audit_eventファイル内の監査イベントの定義を表示するコ
マンド。サンプル出力については、629ページの「監査レコード定義を表示
する方法」を参照してください。

auditreduce(1M) バイナリ形式で格納される監査レコードを事後選択およびマージするコマ
ンド。コマンドを実行すると、1つまたは複数の入力監査ファイルから監査
レコードがマージできます。レコードはバイナリ形式のままです。

大文字オプションは、ファイルの選択に影響を与えます。小文字オプ
ションは、レコードの選択に影響を与えます。

auditstat(1M) カーネル監査の統計情報を表示するコマンド。たとえば、このコマンド
は、カーネル監査キュー内のレコードの数、破棄されたレコードの数、お
よびユーザープロセスがシステムコールの結果としてカーネル内に生成し
た監査レコードの数を表示できます。

praudit(1M) 標準入力からバイナリ形式の監査レコードを読み取り、それらのレコード
を表示可能な書式で表示するコマンド。この入力は、auditreduceコマンド
や、1つの監査ファイルまたは監査ファイルのリストからパイプできま
す。また、現在の監査ファイルに tail -0fコマンドを使用して入力を生成
することもできます。

サンプル出力については、633ページの「バイナリ監査ファイルの内容を表
示する方法」を参照してください。

syslog.conf(4) 監査レコードの概要テキストを audit_syslogプラグインの syslog

ユーティリティーに送信するように構成されたファイル。

監査を管理するための権利プロファイル
Oracle Solarisは、監査サービスを構成したり、サービスを有効または無効にした
り、監査トレールを分析したりするための権利プロファイルを提供します。監査構
成ファイルを編集するには、rootの特権が必要です。

■ Audit Configuration –管理者が監査サービスのパラメータを構成した
り、auditconfigコマンドを実行したりできるようにします。

■ Audit Control –管理者が監査サービスを開始、リフレッシュ、および無効化した
り、auditコマンドを実行してサービスを開始、リフレッシュ、または停止した
りできるようにします。

■ Audit Review –管理者が監査レコードを分析できるようにします。この権利プロ
ファイルは、prauditコマンドと auditreduceコマンドを使って監査レコードを読
み取る権限を付与します。また、この管理者は auditstatコマンドも実行できま
す。

■ System Administrator – Audit Review権利プロファイルを含みます。System
Administrator権利プロファイルを持つ管理者は、監査レコードを分析できます。

監査を管理するための権利プロファイル
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監査サービスを処理する役割を構成するには、174ページの「RBACの初期構成 (タ
スクマップ)」を参照してください。

監査とOracle Solarisゾーン
非大域ゾーンは、大域ゾーンを監査する場合とまったく同様に監査することも、独
自のフラグ、ストレージ、および監査ポリシーを設定することもできます。

すべてのゾーンが同様に監査されている場合は、大域ゾーン内の audit_classおよび
audit_eventファイルによって、すべてのゾーンでの監査のためのクラスからイベン
トへのマッピングが提供されます。+zonenameポリシーオプションは、レコードを
ゾーン名で事後選択するために役立ちます。

ゾーンを個別に監査することもできます。大域ゾーンでポリシーオプション perzone

が設定されている場合、各非大域ゾーンは独自の監査サービスを実行し、独自の監
査キューを処理し、さらに監査レコードの内容と場所を指定します。非大域ゾーン
は、ほとんどの監査ポリシーオプションを指定できます。システム全体に影響する
ポリシーを設定できないため、非大域ゾーンは ahltまたは perzoneポリシーを指定
できません。詳細については、574ページの「Oracle Solarisゾーンを含むシステムで
の監査」および 578ページの「ゾーン内の監査の計画方法」を参照してください。

ゾーンの詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理: Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10
ゾーン、およびリソース管理』のパート II「Oracle Solarisゾーン」を参照してくださ
い。

監査構成ファイルとパッケージ化
Oracle Solarisの監査構成ファイルは、パッケージ内で preserve=renamenewパッケージ
属性でマークされています。この属性により、複数の更新にわたってファイルに加
えた変更がすべて保持されます。preserve値の効果については、pkg(5)のマニュア
ルページを参照してください。

これらの構成ファイルはまた、overlay=allowパッケージ属性でもマークされていま
す。この属性を使用すると、これらのファイルを含む独自のパッケージを作成
し、Oracle Solarisのファイルをそのパッケージのファイルに置き換えることができま
す。パッケージ内で overlay属性を trueに設定すると、pkgサブコマンド
(verify、fix、revertなど)は、そのパッケージに関する結果を返します。詳細
は、pkg(1)と pkg(5)のマニュアルページを参照してください。

監査構成ファイルとパッケージ化
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監査クラス
Oracle Solarisでは、多数の監査イベントのための便利なコンテナとして監査クラスが
定義されます。

監査クラスを再構成し、新しい監査クラスを作成できます。監査クラス名は、最長 8
文字です。クラスの説明は、72文字に制限されています。数値と英数字以外の文字
が使用できます。詳細は、audit_class(4)のマニュアルページおよび 603ページ
の「監査クラスの追加方法」を参照してください。

注意 – allクラスを使用すると、大量のデータが生成され、ディスクがすぐにいっぱ
いになることがあります。allクラスは、特別な理由ですべての活動を監査する場合
にだけ使用してください。

監査クラスの構文
監査クラス内のイベントは、成功、失敗、およびその両方について監査できます。

■ 接頭辞を指定しなかったイベントのクラスは、成功した場合も失敗した場合も監
査されます。

■ プラス (+)接頭辞が付いた場合、イベントのクラスは成功した場合のみが監査さ
れます。

■ マイナス (-)接頭辞が付く場合、イベントのクラスは失敗した場合のみが監査さ
れます。

■ 接頭辞または監査フラグの直前にキャレット (^)が付いている場合は、現在の事
前選択が変更されます。たとえば、次のように指定します。

■ システムに対して otが事前選択されており、ユーザーの事前選択が ^otであ
る場合、そのユーザーは otherクラス内のイベントに関して監査されません。

■ システムに対して +otが事前選択されており、ユーザーの事前選択が ^+otで
ある場合、そのユーザーは otherクラス内の成功したイベントに関して監査さ
れません。

■ システムに対して -otが事前選択されており、ユーザーの事前選択が ^-otで
ある場合、そのユーザーは otherクラス内の失敗したイベントに関して監査さ
れません。

監査クラスの事前選択の構文を確認するには、audit_flags(5)のマニュアルページを
参照してください。

監査クラス
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監査クラスとその接頭辞は、次のコマンドで指定できます。

■ auditconfigコマンドのオプション -setflagsおよび -setnaflagsへの引数とし
て。

■ audit_syslogプラグインの p_flags属性の値として。この属性は、auditconfig

-setplugin audit_syslog active コマンドのオプションとして指定します。

■ useradd、usermod、roleadd、および rolemodコマンドの -K audit_flags=

always-audit-flags:never-audit-flagsオプションの値として。
■ profilesコマンドの -always_auditおよび -never_auditプロパティーの値とし
て。

監査プラグイン
監査プラグインでは、監査キューの監査レコードの処理方法を指定します。監査プ
ラグインは、auditconfig -setpluginコマンドへの引数として
audit_binfile、audit_remote、および audit_syslogの名前で指定されます。これら
のプラグインは、次の属性によってさらに詳細に指定できます。

■ audit_binfileプラグイン

バイナリデータの送信先 - p_dir属性

管理者に警告が通知される前のディスク上に残っている最小の領域 - p_minfree属
性

監査ファイルの最大サイズ - p_fsize属性
■ audit_remoteプラグイン

バイナリ監査データの送信先のリモートの認証された監査サーバー - p_hosts属
性

リモートの認証された監査サーバーにアクセスするために行う試行の数 -
p_retries属性

リモートの認証された監査サーバーに到達するための試行の間隔の秒数 -
p_timeout属性

■ audit_syslogプラグイン

syslogに送信される監査レコードの概要テキストの選択 - p_flags属性
■ すべてのプラグインについて、そのプラグインのためにキューに入れられる監査
レコードの最大数 - qsize属性

audit_binfile(5)、audit_remote(5)、audit_syslog(5)、auditconfig(1M)の各マ
ニュアルページを参照してください。

監査プラグイン
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監査リモートサーバー
監査リモートサーバー (ARS)は、監査対象システムから監査レコードをセキュアな
リンク経由で受信し、それらのレコードを格納します。

この受信は、構成されている次のものに依存します。

■ 特定の監査主体とGSS-APIメカニズムを備えたKerberosレルム
■ 少なくとも 1つの構成済みのアクティブな接続グループを含むARS
■ 接続グループ内の少なくとも 1つの監査対象システム、および構成済みのアク
ティブな audit_remoteプラグイン

接続グループは、ARSの groupプロパティーで指定されます。ファイル管理の場合
は、groupで監査ファイルのサイズを制限したり、最小空き容量を指定したりするこ
とができます。異なる接続グループを指定する主な理由は、例 28–19に示すよう
に、ARS上の異なるストレージの場所を指定するためです。

ARSの詳細は、ars(5)のマニュアルページを参照してください。ARSの構成情報につ
いては、auditconfig(1M)のマニュアルページにある -setremoteオプションを参照し
てください。

監査対象システムを構成するには、audit_remote(5)のマニュアルページ、および
auditconfig(1M)のマニュアルページにある -setpluginオプションを参照してくださ
い。

監査ポリシー
監査ポリシーには、監査トレールにトークンまたは情報を追加するかどうかを指定
します。

arge、argv、group、path、seq、trail、windata_down、windata_up、および zonename

ポリシーは、監査レコードにトークンを追加します。windata_downおよび
windata_upポリシーは、Oracle SolarisのTrusted Extensions機能によって使用されま
す。詳細は、『Trusted Extensions構成と管理』の第 22章「Trusted Extensionsでの監
査 (概要)」を参照してください。

その他のポリシーでは、トークンは追加されません。publicポリシーによって、公
開ファイルの監査が制限されます。perzoneポリシーによって、非大域ゾーンのため
の個別の監査キューが確立されます。ahltおよび cntポリシーによって、監査レ
コードを配信できないときの動作が決定されます。詳細は、663ページの「非同期イ
ベントおよび同期イベントの監査ポリシー」を参照してください。

各種の監査ポリシーオプションの効果は、585ページの「監査ポリシーについて」で
説明されています。監査ポリシーオプションについては、auditconfig(1M)のマ
ニュアルページの -setpolicyオプションを参照してください。使用可能なポリ

監査リモートサーバー

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月662

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1Mauditconfig-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN5audit-remote-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1Mauditconfig-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=TRSOLADMPROCaudtask-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=TRSOLADMPROCaudtask-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37932&id=REFMAN1Mauditconfig-1m


シーオプションの一覧を表示するには、コマンド auditconfig -lspolicyを実行しま
す。現在のポリシーを表示するには、コマンド auditconfig -getpolicyを実行しま
す。

非同期イベントおよび同期イベントの監査ポリ
シー
ahltポリシーおよび cntポリシーは、監査キューがいっぱいで追加のイベントを受
け入れられない場合の動作を管理します。

注 – cntまたは ahltポリシーは、少なくとも 1つのプラグインのキューが監査レ
コードを受け入れることができる場合はトリガーされません。

cntポリシーと ahltポリシーは独立していますが、関連性があります。ポリシーの
組み合わせには、それぞれ次のような効果があります。

■ -ahlt +cntは、出荷時のデフォルトのポリシーです。このデフォルトのポリ
シーにより、イベントが記録できない場合でも、監査対象イベントが処理されま
す。

-ahltポリシーでは、非同期イベントの監査レコードがカーネル監査キューに配
置できない場合、システムがイベントをカウントして処理を続行します。大域
ゾーンで、as_droppedカウンタがカウントを記録します。

+cntポリシーでは、同期イベントがカーネル監査キューに到達しても配置できな
い場合、システムがイベントをカウントして処理を続行します。ゾーンの
as_droppedカウンタがカウントを記録します。

-ahlt +cntの構成は通常、処理の続行により監査レコードが失われる可能性が
あっても処理を続行する必要のある場合に使用します。auditstatdropフィール
ドは、ゾーンで破棄された監査レコードの数を示します。

■ +ahlt -cntポリシーでは、非同期イベントをカーネル監査キューに追加できない
場合、処理が停止します。

+ahltポリシーでは、非同期イベントの監査レコードがカーネル監査キューに配
置できない場合、すべての処理が停止されます。システムはパニック状態になり
ます。非同期イベントは、監査キューには入らず、呼び出しスタックのポインタ
から復元する必要があります。

-cntポリシーでは、同期イベントがカーネル監査キューに配置できない場合、イ
ベントを配信しようとするスレッドがブロックされます。スレッドは、監査領域
が使用可能になるまでスリープキューに配置されます。カウントは保持されませ
ん。プログラムは、監査領域が使用可能になるまでハングアップしたように見え
ることがあります。
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+ahlt -cntの構成は通常、システムの可用性より監査イベントの記録を優先する
場合に使用します。プログラムは、監査領域が使用可能になるまでハングアップ
したように見えます。auditstat wblkフィールドは、スレッドがブロックされた
回数を示します。

ただし、非同期イベントが発生した場合、システムがパニック状態になり停止し
ます。監査イベントのカーネルキューは、保存したクラッシュダンプから手動で
復元できます。非同期イベントは、監査キューには入らず、呼び出しスタックの
ポインタから復元する必要があります。

■ -ahlt -cntポリシーでは、非同期イベントがカーネル監査キューに配置できない
場合、イベントがカウントされ処理が続行します。同期イベントがカーネル監査
キューに配置できない場合、イベントを配信しようとするスレッドがブロックさ
れます。スレッドは、監査領域が使用可能になるまでスリープキューに配置され
ます。カウントは保持されません。プログラムは、監査領域が使用可能になるま
でハングアップしたように見えることがあります。

-ahlt -cntの構成は通常、非同期監査レコードが失われる可能性より、すべての
同期監査イベントの記録を優先する場合に使用します。auditstat wblkフィール
ドは、スレッドがブロックされた回数を示します。

■ +ahlt +cntポリシーでは、非同期イベントがカーネル監査キューに配置できない
場合、システムがパニック状態になります。同期イベントがカーネル監査
キューに配置できない場合、システムがイベントをカウントして処理を続行しま
す。

プロセスの監査特性
最初のログイン時に次の監査特性が設定されます。

■ プロセス事前選択マスク –ユーザーの監査マスクが指定されている場合、システ
ム全体の監査マスクとユーザー固有の監査マスクの組み合わせ。ユーザーがログ
インすると、ログインプロセスは、事前に選択されたクラスを結合し、その
ユーザーのプロセスに対する「プロセス事前選択マスク」を確立します。プロセ
ス事前選択マスクは、監査レコードを生成するイベントを指定します。

ユーザーのプロセス事前選択マスクを取得する方法は、次のアルゴリズムで表さ
れます。

(system-wide default flags + always-audit-classes) - never-audit-classes

auditconfig -getflagsコマンドの結果から得られたシステム全体の監査クラス
を、ユーザーの always_auditキーワードの always-audit-classes値にあるクラスに
加えます。次に、この合計から、ユーザーの never-audit-classesにあるクラスを引
きます。audit_flags(5)のマニュアルページも参照してください。

■ 監査ユーザー ID –ユーザーがログインすると、プロセスは、変更不可能な監査
ユーザー IDを取得します。この IDは、そのユーザーの初期プロセスで起動され
たすべての子プロセスによって継承されます。監査ユーザー IDは、説明責任を
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実施するのに役立ちます。ユーザーが役割を引き受けたあとも、監査ユーザー ID
は同じままになります。各監査レコード内に保存されている監査ユーザー IDを
使用すると、常に元のログインユーザーまでアクションを追跡できます。

■ 監査セッション ID –監査セッション IDは、ログイン時に割り当てられます。こ
の IDは、すべての子プロセスによって継承されます。

■ 端末 ID –ローカルログインの場合、端末 IDは、ローカルシステムの IPアドレス
と、そのあとに続く、ユーザーがログインした物理デバイスを識別する一意の番
号で構成されます。通常、ログインはコンソールから行われ、そのコンソールデ
バイスに対応する番号は 0,0です。リモートログインの場合、端末 IDは、リ
モートホストの IPアドレスと、そのあとに続くリモートポート番号およびローカ
ルポート番号で構成されます。

監査トレール
監査トレールには、バイナリ監査ファイルが含まれています。監査トレール
は、audit_binfileプラグインで作成されます。監査サービスが監査キュー内のレ
コードを収集してこのプラグインに送信すると、このプラグインがそれをディスク
に書き込みます。

バイナリ監査ファイルの命名規則
audit_binfileプラグインは、バイナリ監査ファイルを作成します。各バイナリ監査
ファイルは、自己完結したレコードの集合です。ファイル名には、レコードが生成
された時間の範囲と、それを生成したシステム名が含まれます。時間の範囲を示す
タイムスタンプは、タイムゾーンをまたがっている場合でも正しい順序でソートさ
れるようにするために、協定世界時 (UTC)で指定されます。

詳細は、audit.log(4)のマニュアルページを参照してください。開かれた監査ファイ
ル名と閉じられた監査ファイル名の例については、636ページの「not_terminated監
査ファイルを整理する方法」を参照してください。

監査レコードの構造
監査レコードは、一連の監査トークンです。監査トークンには、ユーザー ID、時
間、日付などのイベント情報が入っています。監査レコードは、headerトークンで
始まり、オプションの trailerトークンで終わります。ほかの監査トークンには、監
査イベントに関連する情報が入っています。次の図は、標準的なカーネル監査レ
コードと標準的なユーザーレベルの監査レコードを示しています。
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監査レコード分析
監査レコードの分析には、監査トレールからのレコードの事後選択が必要です。次
の 2つの方法のうちのいずれかを使用して、収集されたバイナリデータを解析でき
ます。

■ prauditコマンドを使用します。コマンドのオプションにより、さまざまなテキ
スト出力が提供されます。たとえば、praudit -xコマンドを使用すると、スクリ
プトとブラウザへの入力のためのXMLが得られます。praudit出力には、バイナ
リデータの解析に役立つことだけが目的のフィールドは含まれません。praudit

出力の順序や形式はOracle Solarisリリース間では保証されません。

praudit出力の例については、633ページの「バイナリ監査ファイルの内容を表示
する方法」を参照してください。

監査トークンごとの praudit出力の例については、667ページの「監査トークンの
形式」にある個々のトークンを参照してください。

■ バイナリデータのストリームを解析するためのプログラムを作成できます。この
プログラムは、監査レコードの変種を考慮に入れる必要があります。たとえ
ば、ioctl()システムコールは、「不正なファイル名」に対する監査レコードを
作成します。このレコードには、「無効なファイル記述子」に対する ioctl()監
査レコードとは異なるトークンが含まれています。

■ 各監査トークン内のバイナリデータの順番については、audit.log(4)のマ
ニュアルページを参照してください。

■ 目録の値については、/usr/include/bsm/audit.hファイルを参照してくださ
い。

■ 監査レコード内のトークンの順序を表示するには、auditrecord コマンドを使
用します。auditrecordコマンドの出力には、目録の値ごとに異なるトークン
が含まれています。角括弧 ([])は、監査トークンがオプションであることを
表しています。詳細は、auditrecord(1M)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

図 29–1 標準的な監査レコードの構造
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監査トークンの形式
各監査トークンにはトークンの種類識別子と、そのあとにトークン固有のデータが
続いています。次の表は、各トークンの名前と簡単な説明の一覧です。廃止された
トークンは、以前の Solarisリリースとの互換性のために維持されています。

表 29–1 監査のための監査トークン

トークン名 説明 参照先

acl アクセス制御エントリ (ACE)とアクセス制御リ
スト (ACL)の情報

669ページの「aclトークン」

arbitrary 書式情報と型情報が付いたデータ audit.log(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

argument システムコールの引数値 669ページの「argumentトークン」

attribute ファイル vnodeの情報 669ページの「attributeトークン」

cmd コマンド引数と環境変数 669ページの「cmdトークン」

exec_args execシステムコールの引数 670ページの「exec_argsトークン」

exec_env execシステムコールの環境変数 670ページの「exec_envトークン」

exit プログラム終了情報 audit.log(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

file 監査ファイル情報 670ページの「fileトークン」

fmri フレームワーク管理リソースインジケータ 671ページの「fmriトークン」

group プロセスグループ情報 671ページの「groupトークン」

header 監査レコードの始まりを示します 671ページの「headerトークン」

ip IPヘッダー情報 audit.log(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

ip address インターネットアドレス 672ページの「ip addressトークン」

ip port インターネットポートアドレス 672ページの「ip portトークン」

ipc System V IPC情報 672ページの「ipcトークン」

IPC_perm System V IPCオブジェクトアクセス情報 673ページの「IPC_permトークン」

opaque 構造化されていないデータ (形式が未指定) audit.log(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

path パス情報 673ページの「pathトークン」

path_attr アクセスパス情報 674ページの「path_attrトークン」
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表 29–1 監査のための監査トークン (続き)
トークン名 説明 参照先

privilege 特権設定情報 674ページの「privilegeトークン」

process プロセス情報 674ページの「processトークン」

return システムコールのステータス 674ページの「returnトークン」

sequence シーケンス番号 675ページの「sequenceトークン」

socket ソケットの種類とアドレス 675ページの「socketトークン」

subject サブジェクト情報 (processと同じ形式) 675ページの「subjectトークン」

text ASCII文字列 676ページの「textトークン」

trailer 監査レコードの終わりを示します 676ページの「trailerトークン」

use of

authorization

承認の使用 676ページの「use of authorizationトークン」

use of privilege 特権の使用 677ページの「use of privilegeトークン」

user ユーザー IDとユーザー名 677ページの「userトークン」

xclient Xクライアント ID 677ページの「xclientトークン」

zonename ゾーンの名前 677ページの「zonenameトークン」

Trusted Extensions
トークン

labelとX Window Systemの情報 『Trusted Extensions構成と管理』の「Trusted
Extensionsの監査のリファレンス」を参照して
ください。

次のトークンは廃止されました。

■ liaison

■ ホスト
■ tid

廃止されたトークンについては、そのトークンが含まれていたリリースの参照資料
を参照してください。

監査レコードは常に headerトークンで始まります。headerトークンは、監査ト
レール内で監査レコードの始まりを示します。ユーザーの動作に起因するイベント
の場合、subjectと processトークンは、イベントを発生させたプロセスの値を参照
します。ユーザーに起因しないイベントの場合、processトークンはシステムを参照
します。
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aclトークン
aclトークンには、ZFSファイルシステムのアクセス制御エントリ (ACE)と、UFS
ファイルシステムのアクセス制御リスト (ACL)に関する情報を記録するための 2つの
形式があります。

aclトークンが UFSファイルシステムに対して記録される場合、praudit -xコマンド
では、フィールドは次のように表示されます。

<acl type="1" value="root" mode="6"/>

aclトークンが ZFSデータセットに対して記録される場合、praudit -xコマンドで
は、フィールドは次のように表示されます。

<acl who="root" access_mask="default" flags="-i,-R" type="2"/>

argumentトークン
argumentトークンには、システムコールへの引数に関する情報、つまり、システム
コールの引数の数、引数の値、および省略可能な説明が含まれています。この
トークンを使用すると、監査レコード内で 32ビット整数のシステムコール引数を指
定できます。

praudit -xコマンドでは、argumentトークンのフィールドは次のように表示されま
す。

<argument arg-num="2" value="0x5401" desc="cmd"/>

attributeトークン
attributeトークンには、ファイル vnodeからの情報が含まれています。

attributeトークンには通常、pathトークンが付いています。attributeトークンは
パスの検索中に生成されます。パス検索エラーが発生すると、必要なファイル情報
を取得するための vノードが利用できません。このため、attributeトークンは監査
レコードの一部として組み込まれません。praudit -xコマンドでは、attribute

トークンのフィールドは次のように表示されます。

<attribute mode="20620" uid="root" gid="tty" fsid="0" nodeid="9267" device="108233"/>

cmdトークン
cmdトークンは、コマンドに割り当てられた引数のリストおよび環境変数のリストを
記録します。
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praudit -xコマンドでは、cmdトークンのフィールドは次のように表示されます。次
に示すのは、切り詰められた cmdトークンです。行は、表示の都合上、折り返して
記載されています。

<cmd><arge>WINDOWID=6823679</arge>

<arge>COLORTERM=gnome-terminal</arge>

<arge>...LANG=C</arge>...<arge>HOST=machine1</arge>

<arge>LPDEST=printer1</arge>...</cmd>

exec_argsトークン
exec_argsトークンは、exec()システムコールへの引数を記録します。

praudit -xコマンドでは、exec_argsトークンのフィールドは次のように表示されま
す。

<exec_args><arg>/usr/bin/sh</arg><arg>/usr/bin/hostname</arg></exec_args>

注 – exec_argsトークンは、argv監査ポリシーオプションが有効なときにだけ出力さ
れます。

exec_envトークン
exec_envトークンは、exec()システムコールの現在の環境変数を記録します。

praudit -xコマンドでは、exec_envトークンのフィールドは次のように表示されま
す。行は、表示の都合上、折り返して記載されています。

<exec_env><env>_=/usr/bin/hostname</env>

<env>LANG=C</env><env>PATH=/usr/bin:/usr/ucb</env>

<env><env>LOGNAME=jdoe</env><env>USER=jdoe</env>

<env>DISPLAY=:0</env><env>SHELL=/bin/csh</env>

<env>HOME=/home/jdoe</env><env>PWD=/home/jdoe</env><env>TZ=US/Pacific</env>

</exec_env>

注 – exec_envトークンは、argv監査ポリシーオプションが有効なときにだけ出力され
ます。

fileトークン
fileトークンは、古い監査ファイルが終了した時点で、新しい監査ファイルの開始
と古い監査ファイルの終了をマークする特殊なトークンです。最初の fileトークン
は、監査証跡の前のファイルを特定します。最後の fileトークンは、監査証跡の次
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のファイルを特定します。これらのトークンは、連続した監査ファイルを 1つの監
査トレールにまとめて「リンク」します。

praudit -xコマンドでは、fileトークンのフィールドは次のように表示されま
す。行は、表示の都合上、折り返して記載されています。

<file iso8601="2009-04-08 14:18:26.200 -07:00">
/var/audit/machine1/files/20090408211826.not_terminated.machine1</file>

fmriトークン
fmriトークンは、障害管理リソースインジケータ (FMRI)の使用を記録します。詳細
は、smf(5)のマニュアルページを参照してください。

praudit -xコマンドでは、fmriトークンの内容は次のように表示されます。

<fmri service_instance="svc:/system/cryptosvc"</fmri>

groupトークン
groupトークンは、プロセスの資格からグループエントリを記録します。

praudit -xコマンドでは、groupsトークンのフィールドは次のように表示されま
す。

<group><gid>staff</gid><gid>other</gid></group>

注 – groupトークンは、group監査ポリシーオプションがアクティブな場合にのみ出力
されます。

headerトークン
headerトークンは、監査レコードの開始を示すという意味で、特殊なトークンで
す。trailerトークンとの組み合わせでレコード内のほかのすべてのトークンを囲む
特殊なトークンです。

まれに、headerトークンに 1つまたは複数のイベント修飾子が含まれている場合が
あります。

■ feは監査イベントが失敗したことを示す
■ fpは特権の使用に失敗したことを示す
■ naはユーザーに起因しないイベントを示す
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header,52,2,system booted,na,mach1,2011-10-10 10:10:20.564 -07:00

■ rdはデータがオブジェクトから読み取られることを示す
■ spは特権の使用に成功したことを示す

header,120,2,exit(2),sp,mach1,2011-10-10 10:10:10.853 -07:00

■ wrはデータがオブジェクトに書き込まれることを示す

prauditコマンドでは、headerトークンは次のように表示されます。

header,756,2,execve(2),,machine1,2010-10-10 12:11:10.209 -07:00

praudit -xコマンドでは、headerトークンのフィールドは監査レコードの先頭に表
示されます。行は、表示の都合上、折り返して記載されています。

<record version="2" event="execve(2)" host="machine1"
iso8601="2010-10-10 12:11:10.209 -07:00">

ip addressトークン
ip addressトークンには、インターネットプロトコルアドレス (IPアドレス)が含ま
れています。IPアドレスは、IPv4または IPv6の形式で表示できます。IPv4アドレス
は 4バイトを使用します。IPv6アドレスは、1バイトを使って種類を記述し、さらに
16バイトを使ってアドレスを記述します。

praudit -xコマンドでは、ip addressトークンの内容は次のように表示されます。

<ip_address>machine1</ip_address>

ip portトークン
ip portトークンには、TCPまたは UDPポートアドレスが含まれています。

prauditコマンドでは、ip portトークンは次のように表示されます。

ip port,0xf6d6

ipcトークン
ipcトークンには、呼び出し元が特定の IPCオブジェクトを識別するために使用する
System V IPCメッセージハンドル、セマフォーハンドル、または共有メモリーハンド
ルが含まれています。
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注 – IPCオブジェクト識別子は、監査トークンの、コンテキストに依存しない性質に
準拠していません。IPCオブジェクトを一意に識別するグローバルな「名前」はあり
ません。代わりに、IPCオブジェクトはハンドルで識別されます。これらのハンドル
は、IPCオブジェクトの動作中にのみアクティブです。しかし IPCオブジェクトの識
別は問題となりません。System Vの IPCメカニズムはあまり使用されず、すべての
メカニズムが同じ監査クラスを共有するからです。

次の表は、IPCオブジェクトの形式フィールドに指定できる値の一覧です。値は
/usr/include/bsm/audit.hファイル内で定義されます。

表 29–2 IPCオブジェクトの形式フィールドの値

名前 値 説明

AU_IPC_MSG 1 IPCメッセージオブジェクト

AU_IPC_SEM 2 IPCセマフォーオブジェクト

AU_IPC_SHM 3 IPC共有メモリーオブジェクト

praudit -xコマンドでは、ipcトークンのフィールドは次のように表示されます。

<IPC ipc-type="shm" ipc-id="15"/>

IPC_permトークン
IPC_permトークンには、System V IPCアクセス権のコピーが含まれています。この
トークンは、IPC共有メモリーイベント、IPCセマフォーイベント、および IPC
メッセージイベントによって生成される監査レコードに追加されます。

praudit -xコマンドでは、 IPC_permトークンのフィールドは次のように表示されま
す。行は、表示の都合上、折り返して記載されています。

<IPC_perm uid="jdoe" gid="staff" creator-uid="jdoe"
creator-gid="staff" mode="100600" seq="0" key="0x0"/>

値は、IPCオブジェクトに関連付けられた IPC_perm構造から取り出されます。

pathトークン
pathトークンには、オブジェクトのアクセスパス情報が含まれています。

praudit -xコマンドでは、pathトークンの内容は次のように表示されます。

<path>/export/home/srv/.xsession-errors</path>
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path_attrトークン
path_attrトークンには、オブジェクトのアクセスパス情報が含まれています。アク
セスパスは、pathトークンオブジェクトの下の属性ファイルオブジェクトのシーケ
ンスを指定します。openat()などのシステムコールは、属性ファイルにアクセスし
ます。属性ファイルオブジェクトについての詳細は、fsattr(5)のマニュアルページ
を参照してください。

prauditコマンドでは、path_attrトークンは次のように表示されます。

path_attr,1,attr_file_name

privilegeトークン
privilegeトークンは、プロセス上での特権の使用を記録します。privilegeトーク
ンは、基本セットの特権に対して記録されません。特権が管理者の処理により基本
セットから削除された場合、その特権の使用は記録されます。特権についての詳細
は、150ページの「特権 (概要)」を参照してください。

praudit -xコマンドでは、privilegeトークンのフィールドは次のように表示されま
す。

<privilege set-type="Inheritable">ALL</privilege>

processトークン
processトークンには、シグナルの受信者など、プロセスに関連付けられた
ユーザーに関する情報が含まれています。

praudit -xコマンドでは、processトークンのフィールドは次のように表示されま
す。行は、表示の都合上、折り返して記載されています。

<process audit-uid="-2" uid="root" gid="root" ruid="root"
rgid="root" pid="567" sid="0" tid="0 0 0.0.0.0"/>

returnトークン
returnトークンには、システムコールの戻りステータス (u_error)とプロセスの戻り
値 (u_rval1)が含まれています。

returnトークンは、必ずシステムコールに関してカーネルによって生成される監査
レコードの一部として返されます。アプリケーションの監査中、このトークンは終
了ステータスとその他の戻り値を返します。
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prauditでは、システムコールの returnトークンは次のように表示されます。

return,failure: Operation now in progress,-1

praudit -xコマンドでは、returnトークンのフィールドは次のように表示されま
す。

<return errval="failure: Operation now in progress" retval="-1/">

sequenceトークン
sequenceトークンには、シーケンス番号が含まれています。シーケンス番号は、監
査レコードが監査トレールに組み込まれるたびに 1ずつ増分します。このトークン
はデバッグに使用されます。

praudit -xコマンドでは、sequenceトークンの内容は次のように表示されます。

<sequence seq-num="1292"/>

注 – sequenceトークンは、seq監査ポリシーがアクティブなときにだけ出力されま
す。

socketトークン
socketトークンには、インターネットソケットを記述する情報が含まれていま
す。場合によっては、このトークンにリモートポートとリモート IPアドレスのみが
含まれていることがあります。

prauditコマンドでは、socketトークンのインスタンスは次のように表示されます。

socket,0x0002,0x83b1,localhost

拡張されたトークンによって、ソケットの種類やローカルポートなどの情報が追加
されます。

praudit -xコマンドでは、socketトークンのこのインスタンスは次のように表示さ
れます。行は、表示の都合上、折り返して記載されています。

<socket sock_domain="0x0002" sock_type="0x0002" lport="0x83cf"
laddr="example1" fport="0x2383" faddr="server1.Subdomain.Domain.COM"/>

subjectトークン
subjectトークンは、ある操作を実行するユーザーまたは実行を試みるユーザーを記
述します。形式は processトークンと同じです。
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subjectトークンは、必ずシステムコールに関してカーネルによって生成される監査
レコードの一部として返されます。prauditコマンドでは、subjectトークンは次の
ように表示されます。

subject,jdoe,root,root,root,root,1631,1421584480,8243 65558 machine1

praudit -xコマンドでは、subjectトークンのフィールドは次のように表示されま
す。行は、表示の都合上、折り返して記載されています。

<subject audit-uid="jdoe" uid="root" gid="root" ruid="root"
rgid="root" pid="1631" sid="1421584480" tid="8243 65558 machine1"/>

textトークン
textトークンには、テキスト文字列が含まれています。

praudit -xコマンドでは、textトークンの内容は次のように表示されます。

<text>booting kernel</text>

trailerトークン
headerと trailerの2つのトークンは、監査レコードの終端を区別し、ほかのすべて
のトークンを囲むという意味で、特殊なトークンです。headerトークンは監査レ
コードを開始します。trailerトークンは監査レコードを終了します。trailer

トークンはオプションです。trailerトークンは、trail監査ポリシーオプションが
設定されているときにだけ、各レコードの最後のトークンとして追加されます。

trailerトークンを含む監査レコードが生成された場合、 auditreduceコマンドは、
trailerがレコードの headerを正しくポイントしているかどうかを検証します。ま
た、trailerトークンを使用すると監査トレールを逆方向に検索できます。

prauditコマンドでは、trailerトークンが次のように表示されます。

trailer,136

use of authorizationトークン
use of authorization トークンは、承認の使用を記録します。

prauditコマンドでは、use of authorizationトークンは次のように表示されます。

use of authorization,solaris.role.delegate
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use of privilegeトークン
use of privilege トークンは、特権の使用を記録します。

praudit -x コマンドでは、use of privilege トークンのフィールドは次のように表示
されます。

<use_of_privilege result="successful use of priv">proc_setid</use_of_privilege>

userトークン
userトークンは、ユーザー名とユーザー IDを記録します。このトークン
は、ユーザー名が呼び出し側と異なる場合に存在します。

praudit -xコマンドでは、userトークンのフィールドは次のように表示されます。

<user uid="123456" username="tester1"/>

xclientトークン
xclientトークンには、Xサーバーへのクライアント接続の数が含まれています。

praudit -xコマンドでは、xlientトークンの内容は次のように表示されます。

<X_client>15</X_client>

zonenameトークン
zonenameトークンは、監査イベントが発生したゾーンを記録します。文字
列「global」は、大域ゾーンで発生した監査イベントを示します。

praudit -xコマンドでは、zonenameトークンの内容は次のように表示されます。

<zone name="graphzone"/>

監査トークンの形式
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用語集

admin主体 username/adminという形式 (jdoe/adminなど)の名前を持つユーザー主体。通常の
ユーザー主体より多くの特権 (ポリシーの変更など)を持つことができます。主体名と
ユーザー主体も参照してください。

AES Advanced Encryption Standardの略。対称 128ビットブロックのデータ暗号技術。2000年
の 10月、米国政府は暗号化標準としてこのアルゴリズムのRijndael方式を採用しまし
た。ユーザー主体の暗号化に代わる米国政府の標準として、AESが採用されています。

audit policy どの監査イベントが記録されるかを決定する設定であり、大域の設定とユーザーごとの
設定があります。大域の設定は監査サービスに適用され、一般にどのオプション情報を
監査トレールに含めるかを決定します。2つの設定 cntと ahltは、監査キューがいっぱ
いになった時点でのシステムの処理を決定します。たとえば、各監査レコードにシーケ
ンス番号を含めるように監査ポリシーを設定できます。

Blowfish 32ビットから 448ビットまでの可変長鍵の対称ブロックの暗号化アルゴリズム。その作
成者である Bruce Schneier氏は、鍵を頻繁に変更しないアプリケーションに効果的であ
ると述べています。

DES Data Encryption Standard。1975年に開発され、1981年にANSI X.3.92としてANSIで標準
化された対称鍵の暗号化方式。DESでは 56ビットの鍵を使用します。

device policy カーネルレベルでのデバイス保護。デバイスポリシーは、2つの特権セットとしてデバ
イスに実装されます。この 1つはデバイスに対する読み取り権を制御し、もう 1つはデ
バイスに対する書き込み権を制御します。ポリシーも参照してください。

Diffie-Hellmanプロトコ
ル

公開鍵暗号化としても知られています。1976年にDiffie氏とHellman氏が開発した非対
称暗号鍵協定プロトコルです。このプロトコルを使用すると、セキュリティー保護され
ていない伝達手段で、事前の秘密情報がなくても 2人のユーザーが秘密鍵を交換できま
す。Diffie-HellmanはKerberosで使用されます。

DSA デジタル署名アルゴリズム。512ビットから 4096ビットまでの可変長キーの公開鍵アル
ゴリズム。米国政府標準であるDSSは最大 1024ビットです。DSAは入力に SHA1を使用
します。

FQDN 完全指定形式のドメイン名。(単なる denverではなく) central.example.comなど。

GSS-API Generic Security Service Application Programming Interfaceの略。さまざまなモジュールセ
キュリティーサービス (Kerberosサービスなど)をサポートするネットワーク
層。GSS-APIは、セキュリティー認証、整合性、およびプライバシサービスを提供しま
す。認証、整合性、プライバシも参照してください。
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KDC 鍵配布センター (Key Distribution Center)。次の 3つのKerberos V5要素で構成されるマシ
ン。
■ 主体と鍵データベース
■ 認証サービス
■ チケット許可サービス

レルムごとに、1つのマスターKDCと、1つ以上のスレーブKDCを配置する必要があり
ます。

Kerberos 認証サービス、Kerberosサービスが使用するプロトコル、またはKerberosサービスの実
装に使用されるコード。

Oracle Solaris Kerberosは、Kerberos V5認証にほぼ準拠して実装されています。

「Kerberos」と「Kerberos V5」は技術的には異なりますが、Kerberosのドキュメントで
は多くの場合、同じ意味で使用されます。

Kerberos (またはCerberus)は、ギリシャ神話において、ハデスの門を警護する 3つの頭
を持つどう猛な番犬のことです。

Kerberos policy Kerberosサービスでのパスワードの使用方法を管理する一連の規則。ポリシーは、主体
のアクセスやチケットのパラメータ (有効期限など)を制限できます。

key 1.一般には、次に示す 2種類の主要鍵のどちらか一方です。
■ 対称鍵 –復号化鍵とまったく同じ暗号化鍵。対称鍵はファイルの暗号化に使用されます。

■ 非対称鍵または公開鍵 – Diffie-HellmanやRSAなどの公開鍵アルゴリズムで使用される
鍵。公開鍵には、1人のユーザーしか知らない非公開鍵、サーバーまたは一般リソースに
よって使用される公開鍵、およびこれらの 2つを組み合わせた公開鍵と非公開鍵のペアが
あります。非公開鍵は、「秘密鍵」とも呼ばれます。公開鍵は、「共有鍵」や「共通
鍵」とも呼ばれます。

■ 2.キータブファイルのエントリ (主体名)。キータブファイルも参照してください。

3. Kerberosでは暗号化鍵であり、次の 3種類があります。
■ 「非公開鍵」 –主体とKDCによって共有される暗号化鍵。システムの外部に配布されま
す。非公開鍵も参照してください。

■ 「サービス鍵」–非公開鍵と同じ目的で使用されますが、この鍵はサーバーとサービスに
よって使用されます。サービス鍵も参照してください。

■ 「セッション鍵」 –一時的な暗号化鍵。2つの主体の間で使用され、その有効期限は 1つ
のログインセッションの期間に制限されます。セッション鍵も参照してください。

kvno 鍵バージョン番号。特定の鍵に対して、生成順に付けられたシーケンス番号。もっとも
大きい kvnoが、最新の鍵を示します。

MAC 1.メッセージ認証コード (MAC)を参照してください。

KDC

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月680



2.「ラベル付け」とも呼ばれます。政府のセキュリティー用語規定では、MAC
は「Mandatory Access Control」の略です。「Top Secret」や「Confidential」というラベル
はMACの例です。MACと対称をなすものにDAC (Discretionary Access Control)がありま
す。UNIXアクセス権はDACの 1例です。

3.ハードウェアにおいては、LANにおける一意のシステムアドレス。システムが
Ethernet上に存在する場合は、EthernetアドレスがMACに相当します。

MD5 デジタル署名などのメッセージ認証に使用する繰り返し暗号化のハッシュ関数。1991年
にRivest氏によって開発されました。その使用は非推奨です。

network policies ネットワークトラフィックを保護するためにネットワークユーティリティーで行われる
設定。ネットワークセキュリティーについては、『Oracle Solaris 11.1でのネットワーク
のセキュリティー保護』を参照してください。

NTP Network Time Protocol (NTP)。デラウェア大学で開発されたソフトウェア。ネットワーク
環境で、正確な時間またはネットワーククロックの同期化を管理します。NTPを使用し
て、Kerberos環境のクロックスキューを管理できます。「クロックスキュー」も参照し
てください。

PAM プラグイン可能認証モジュール (Pluggable Authentication Module)。複数の認証メカニズム
を使用できるフレームワーク。認証メカニズムを使用するサービスはコンパイルし直す
必要がありません。PAMは、ログイン時にKerberosセッションを初期化できます。

password policy パスワードの生成に使用できる暗号化アルゴリズム。パスワードをどれぐらいの頻度で
変更すべきか、パスワードの試行を何回まで認めるかといったセキュリティー上の考慮
事項など、パスワードに関連した一般的な事柄を指すこともあります。セキュリ
ティーポリシーにはパスワードが必要です。パスワードポリシーでは、AESアルゴリズ
ムを使用してパスワードを暗号化することを要求したり、パスワードの強度に関連した
それ以上の要件を設定したりすることもできます。

policy for public key
technologies

鍵管理フレームワーク (KMF)におけるポリシーは、証明書の使用を管理します。KMF
ポリシーデータベースを使えば、KMFライブラリによって管理される鍵や証明書の使用
に、制約を設けることができます。

principal 1.ネットワーク通信に参加する、一意の名前を持つ「クライアントまたはユーザー」あ
るいは「サーバーまたはサービス」のインスタンス。Kerberosトランザクションで
は、主体 (サービス主体とユーザー主体)間、または主体とKDCの間で対話が行われま
す。つまり、主体とは、Kerberosがチケットを割り当てることができる一意のエン
ティティーのことです。主体名、サービス主体、ユーザー主体も参照してください。

2. (RPCSEC_GSS API)クライアント主体、サーバー主体を参照してください。

QOP 保護の質 (Quality of Protection)。整合性サービスまたはプライバシサービスで使用する暗
号化アルゴリズムを選択するときに使用されるパラメータの 1つ。

RBAC Oracle Solarisの機能である、役割に基づくアクセス制御。すべての機能を持つ
スーパーユーザーの代替アカウント。RBACを使用すると、組織はスーパーユーザーの
機能を分割して、それらを役割と呼ばれる特殊なユーザーアカウントに割り当てること
ができます。各ユーザーにはそれぞれの責任に応じて役割を割り当てることができま
す。

RBAC
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RBAC policy コマンドに関連付けられるセキュリティーポリシー。現在、solarisは有効なポリ
シーです。solarisポリシーは、特権、承認、および setuidセキュリティー属性を認識
します。

RSA デジタル署名と公開鍵暗号化システムを取得するための方法。その開発者であるRivest
氏、Shamir氏、Adleman氏によって 1978年に最初に公開されました。

SEAM Sun Enterprise Authentication Mechanism。ネットワークを介してユーザーの認証を行うシ
ステムの初期バージョンの製品名。マサチューセッツ工科大学 (MIT)で開発された
Kerberos V5技術に準拠します。この製品は、現在Kerberosサービスと呼ばれていま
す。SEAMは、各種の Solarisリリースには含まれていなかったKerberosサービスの部分
を指します。

Secure Shell セキュリティー保護されていないネットワークを通して、セキュアなリモートログイン
およびその他のセキュアなネットワークサービスを使用するための特別なプロトコル。

SHA1 セキュアなハッシュアルゴリズム。メッセージダイジェストを作成するために 264文字
以下の長さを入力するときに操作します。SHA1アルゴリズムはDSAに入力されます。

stashファイル stashファイルには、KDCのマスター鍵を暗号化したコピーが含まれます。サーバーが
リブートされると、このマスター鍵を使用してKDCが自動的に認証されてか
ら、kadmindプロセスと krb5kdcプロセスがブートされます。stashファイルにはマス
ター鍵が入っているため、このファイルやこのファイルのバックアップは安全な場所に
保管する必要があります。暗号が破られると、この鍵を使用してKDCデータベースの
アクセスや変更が可能になります。

TGS チケット認可サービス (Ticket-Granting Service)。KDCのコンポーネントの 1つ。チ
ケットを発行します。

TGT チケット認可チケット (Ticket-Granting Ticket)。KDCによって発行されるチケット。ク
ライアントは、このチケットを使用して、ほかのサービスのチケットを要求することが
できます。

アクセス制御リスト
(ACL)

アクセス制御リスト (ACL)を使用すると、従来のUNIXファイル保護よりもきめ細かな
方法でファイルセキュリティーを確立できます。たとえば、特定のファイルにグループ
読み取り権を設定し、そのグループ内の 1人のメンバーだけにそのファイルへの書き込
み権を与えることが可能です。

アプリケーション
サーバー

ネットワークアプリケーションサーバーを参照してください。

アルゴリズム 暗号化アルゴリズム。これは、入力を暗号化 (ハッシング)する既成の再帰的な計算手続
きです。

暗号化アルゴリズム アルゴリズムを参照してください。

暗号化フレームワーク
におけるポリシー

Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能では、ポリシーは既存の暗号化メカニズムの
無効化です。無効に設定されたメカニズムは使用できなくなります。暗号化フレーム
ワークにおけるポリシーにより、プロバイダ (DESなど)からの特定のメカニズム
(CKM_DES_CBCなど)を使用できなくなることがあります。

RBAC policy
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インスタンス 主体名の 2番目の部分。インスタンスは、主体の主ノード指定します。サービス主体の
場合、インスタンスは必ず指定する必要があります。host/central.example.comにある
ように、インスタンスはホストの完全修飾ドメイン名です。ユーザー主体の場合、イン
スタンスは省略することができます。ただし、jdoeと jdoe/adminは、一意の主体で
す。主ノード、主体名、サービス主体、ユーザー主体も参照してください。

オーセンティケータ オーセンティケータは、KDCにチケットを要求するときおよびサーバーにサービスを要
求するときに、クライアントから渡されます。オーセンティケータには、クライアント
とサーバーだけが知っているセッション鍵を使用して生成された情報が含まれま
す。オーセンティケータは、最新の識別として検査され、そのトランザクションが安全
であることを示します。これをチケットとともに使用すると、ユーザー主体を認証でき
ます。オーセンティケータには、ユーザーの主体名、ユーザーのホストの IPアドレ
ス、タイムスタンプが含まれます。チケットとは異なり、オーセンティケータは一度し
か使用できません。通常、サービスへのアクセスが要求されたときに使用されま
す。オーセンティケータは、そのクライアントとそのサーバーのセッション鍵を使用し
て暗号化されます。

仮想プライベート
ネットワーク
(VPN)

暗号化とトンネルを使用して、セキュアな通信を提供するネットワーク。公開ネット
ワークを通してユーザーを接続します。

関係 kdc.confまたは krb5.confファイルに定義される構成変数または関係の 1つ。

監査トレール すべてのホストから収集した一連の監査ファイル。

監査ファイル バイナリ形式の監査ログ。監査ファイルは、監査ファイルシステム内に個別に格納され
ます。

キーストア キーストアは、アプリケーションによる取得のために、パスワード、パスフレーズ、証
明書、およびその他の認証オブジェクトを保持します。キーストアはテクノロジ固有に
することも、複数のアプリケーションで使用される場所にすることもできます。

キータブファイル 1つまたは複数の鍵 (主体)が含まれるキーテーブル。ホストまたはサービスとキータブ
ファイルとの関係は、ユーザーとパスワードの関係と似ています。

基本セット ログイン時にユーザーのプロセスに割り当てられる一連の特権。変更されていないシス
テムの場合、各ユーザーの初期の継承可能セットはログイン時の基本セットと同じで
す。

機密性 プライバシを参照してください。

強化 ホストが本来抱えるセキュリティー上の脆弱性を解決するためにオペレーティングシス
テムのデフォルト構成を変更すること。

許可されたセット プロセスによって使用できる一連の特権。

クライアント 狭義では、rloginを使用するアプリケーションなど、ユーザーの代わりにネットワーク
サービスを使用するプロセスを指します。サーバー自身が他のサーバーやサービスのク
ライアントになる場合もあります。

クライアント
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広義では、a) Kerberos資格を受け取り、b)サーバーから提供されたサービスを利用する
ホストを指します。

広義では、サービスを使用する主体を指します。

クライアント主体 (RPCSEC_GSS API) RPCSEC_GSSで保護されたネットワークサービスを使用するクライア
ント (ユーザーまたはアプリケーション)。クライアント主体名は、rpc_gss_principal_t

構造体の形式で格納されます。

クロックスキュー Kerberos認証システムに参加しているすべてのホスト上の内部システムクロックに許容
できる最大時間。参加しているホスト間でクロックスキューを超過すると、要求が拒否
されます。クロックスキューは、krb5.confファイルに指定できます。

継承可能セット プロセスが execの呼び出しを通して継承できる一連の特権。

権利プロファイル 権利またはプロファイルとも呼ばれます。RBACで使用されるオーバーライドの集
合。役割またはユーザーに割り当てることができます。権利プロファイルは、承認、特
権、セキュリティー属性を指定したコマンド、その他の権利プロファイルから構成でき
ます。

公開オブジェクト rootユーザーによって所有され、すべてのユーザーが読み取ることのできるファイ
ル。たとえば、/etcディレクトリ内のファイルです。

公開鍵の暗号化 暗号化スキームの 1つ。各ユーザーが 1つの公開鍵と 1つの非公開鍵を所有します。公
開鍵の暗号化では、送信者は受信者の公開鍵を使用してメッセージを暗号化し、受信者
は非公開鍵を使用してそれを復号化します。Kerberosサービスは非公開鍵システムで
す。非公開鍵の暗号化も参照してください。

更新可能チケット 有効期限の長いチケットは、セキュリティーを低下させることがあるため、「更新可
能」チケットに指定することができます。更新可能チケットには 2つの有効期限があり
ます。 a)チケットの現在のインスタンスの有効期限と、b)任意のチケットの最長有効期
限です。クライアントがチケットの使用を継続するときは、最初の有効期限が切れる前
にチケットの有効期限を更新します。たとえば、すべてのチケットの最長有効期限が 10
時間のときに、あるチケットが 1時間だけ有効だとします。このチケットを保持するク
ライアントが 1時間を超えて使用する場合は、チケットの有効期限を更新する必要があ
ります。チケットが最長有効期限に達すると、チケットの有効期限が自動的に切れ、そ
れ以上更新できなくなります。

コンシューマ Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能では、コンシューマはプロバイダが提供する
暗号化サービスのユーザー。コンシューマになりえるものとして、アプリ
ケーション、エンドユーザー、カーネル処理などが挙げられます。Kerberos、IKE、IPsec
などはコンシューマの例です。プロバイダの例は、プロバイダを参照してください。

サーバー ネットワーククライアントにリソースを提供する主体。たとえば、システム
central.example.comに sshで接続する場合、そのシステムが sshサービスを提供する
サーバーになります。サービス主体も参照してください。

サーバー主体 (RPCSEC_GSS API)サービスを提供する主体。サーバー主体は、service@hostという書式で
ASCII文字列として格納されます。クライアント主体も参照してください。

クライアント主体
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サービス 1.ネットワーククライアントに提供されるリソース。多くの場合、複数のサーバーから
提供されます。たとえば、マシン central.example.comに rloginで接続する場合、その
マシンが rloginサービスを提供するサーバーになります。

2.認証以外の保護レベルを提供するセキュリティーサービス (整合性またはプライバ
シ)。整合性とプライバシも参照してください。

サービス鍵 サービス主体とKDCによって共有される暗号化鍵。システムの外部に配布されま
す。keyも参照してください。

サービス主体 1つまたは複数のサービスにKerberos認証を提供する主体。サービス主体では、プライ
マリ名はサービス名 (ftpなど)で、インスタンスはサービスを提供するシステムの完全
指定ホスト名になります。ホスト主体、ユーザー主体も参照してください。

最小化 サーバーを稼働させる上で必要な最小限のオペレーティングシステムをインストールす
ること。サーバーの処理に直接影関係がないソフトウェアはすべて、インストールされ
ないか、あるいはインストール後削除されます。

最少特権 指定されたプロセスにスーパーユーザー権限のサブセットのみを提供するセキュリ
ティーモデル。最小特権モデルでは、通常のユーザーに、ファイルシステムのマウント
やファイルの所有権の変更などの個人の管理タスクを実行できる十分な特権を割り当て
ます。これに対して、プロセスは、スーパーユーザーの完全な権限 (つまり、すべての
特権)ではなく、タスクを完了するために必要な特権のみで実行されま
す。バッファーオーバーフローなどのプログラミングエラーによる損害を、保護された
システムファイルの読み取りまたは書き込みやマシンの停止などの重要な機能にはアク
セスできない root以外のユーザーに封じ込めることができます。

シード 乱数生成のスターター (元になる値)。この値から生成が開始されます。このス
ターターがランダムソースから生じる場合、このシードは「ランダムシード」と呼ばれ
ます。

資格 チケットと照合セッション鍵を含む情報パッケージ。主体の識別情報を認証するときに
使用します。チケットとセッション鍵も参照してください。

資格キャッシュ KDCから受信した資格を含むストレージ領域。通常はファイルです。

主体名 1.主体の名前。書式は、primary/instance@REALM。インスタンス、主ノード、レルムも
参照してください。

2. (RPCSEC_GSS API)クライアント主体、サーバー主体を参照してください。

主ノード 主体名の最初の部分。インスタンス、主体名、レルムも参照してください。

承認 1. Kerberosでは、主体がサービスを使用できるかどうか、主体がアクセスできるオブ
ジェクト、各オブジェクトに許可するアクセスの種類を決定するプロセス。

2.役割に基づくアクセス制御 (RBAC)で、役割またはユーザーに割り当てることができ
るアクセス権。権利プロファイルに埋め込まれていることもあります。承認が与えられ
ていない動作クラスは、セキュリティーポリシーによって拒否されます。

承認
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初期チケット 直接発行されるチケット (既存のチケット許可チケットは使用されない)。パスワードを
変更するアプリケーションなどの一部のサービスでは、クライアントが非公開鍵を
知っていることを確認するために、「初期」と指定されたチケットを要求することがで
きます。初期チケットを使用した検査は、クライアントが最近認証されたことを証明す
るときに重要になります。チケット許可チケットの場合は、取得してから時間が経過し
ていることがあります。

スーパーユーザーモデ
ル

コンピュータシステムにおける典型的なUNIXセキュリティーモデ
ル。スーパーユーザーモデルでは、管理者は絶対的なシステム制御権を持ちます。一般
に、マシン管理のために 1人のユーザーがスーパーユーザー (root)になり、すべての管
理作業を行える状態となります。

スキャンエンジン 既知のウイルスがないかどうかファイルを検査する、外部ホスト上に存在するサード
パーティーのアプリケーション。

スレーブKDC マスターKDCのコピー。マスターKDCのほとんどの機能を実行できます。各レルムに
は通常、いくつかのスレーブKDC (と 1つのマスターKDC)を配置します。KDC、マス
ターKDCも参照してください。

制限セット プロセスとその子プロセスでどの特権が利用できるかを示す上限。

整合性 ユーザー認証に加えて、暗号チェックサムを使用して、転送されたデータの有効性を提
供するセキュリティーサービス。認証、プライバシも参照してください。

責務分離 最少特権の概念の一部。責務分離により、1人のユーザーが、トランザクションを完了
するためのすべてのアクションを実行または承認することが回避されます。たとえ
ば、RBACでは、セキュリティーオーバーライドの割り当てからログインユーザーの作
成を分離できます。1つの役割がユーザーを作成します。個別の役割により、権利プロ
ファイル、役割、特権などのセキュリティー属性を既存のユーザーに割り当てることが
できます。

セキュリティーサービ
ス

サービスを参照してください。

セキュリティー属性 RBACでは、セキュリティーポリシーをオーバーライドします。セキュリティー属性を
使用すると、スーパーユーザー以外のユーザーでも管理コマンドを実行できま
す。スーパーユーザーモデルでは、setuidプログラムと setgidプログラムがセキュリ
ティー属性です。これらの属性がコマンドで指定されると、そのコマンドがどのような
ユーザーによって実行されているかにかかわらず、コマンドは正常に処理されます。特
権モデルでは、セキュリティー属性が特権です。特権がコマンドで指定されると、その
コマンドは正常に処理されます。特権モデルは、スーパーユーザーモデルと互換性があ
ります。このため、特権モデルは setuidプログラムと setgidプログラムをセキュリ
ティー属性として認識します。

セキュリティーフ
レーバ

フレーバを参照してください。

セキュリティーポリ
シー

ポリシーを参照してください。

初期チケット
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セキュリティーメカニ
ズム

メカニズムを参照してください。

セッション鍵 認証サービスまたはチケット認可サービスによって生成される鍵。セッション鍵は、ク
ライアントとサービス間のトランザクションのセキュリティーを保護するために生成さ
れます。セッション鍵の有効期限は、単一のログインセッションに制限されま
す。keyも参照してください。

ソフトウェアプロバイ
ダ

Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能では、暗号化サービスを提供するカーネルソ
フトウェアモジュールまたは PKCS #11ライブラリ。プロバイダも参照してください。

ダイジェスト メッセージダイジェストを参照してください。

単一システムイメージ 単一システムイメージは、同じネームサービスを使用する一連の検査対象システムを記
述するために、Oracle Solaris監査で使用されます。これらのシステムは監査レコードを
中央の監査サーバーに送信しますが、その監査サーバー上では、それらのレコードがま
るで 1つのシステムからやってきたかのように、レコードの比較を行えます。

遅延チケット 遅延チケットは、作成されても指定された時点まで有効になりません。このようなチ
ケットは、夜遅く実行するバッチジョブなどのために効果的です。そのチケットは盗ま
れても、バッチジョブが実行されるまで使用できないためです。遅延チケットは、無効
チケットとして発行され、a)開始時間を過ぎて、b)クライアントがKDCによる検査を
要求したときに有効になります。遅延チケットは通常、チケット認可チケットの有効期
限まで有効です。ただし、その遅延チケットが「更新可能」と指定されている場合、そ
の有効期限は通常、チケット認可チケットの有効期限に設定されます。無効チ
ケット、更新可能チケットも参照してください。

チケット ユーザーの識別情報をサーバーやサービスに安全に渡すために使用される情報パ
ケット。チケットは、単一クライアントと特定サーバー上の特定サービスだけに有効で
す。チケットには、サービスの主体名、ユーザーの主体名、ユーザーのホストの IPアド
レス、タイムスタンプ、チケットの有効期限を定義する値などが含まれます。チケット
は、クライアントとサービスによって使用されるランダムセッション鍵を使用して作成
されます。チケットは、作成されてから有効期限まで再使用できます。チケットは、最
新のオーセンティケータとともに提示されなければ、クライアントの認証に使用するこ
とができません。オーセンティケータ、資格、サービス、セッション鍵も参照してくだ
さい。

チケットファイル 資格キャッシュを参照してください。

デバイスの割り当て ユーザーレベルでのデバイス保護。デバイス割り当ては、一度に 1人のユーザーだけが
使用できるようにデバイスを設定する作業です。デバイスデータは、デバイスが再使用
される前に消去されます。誰にデバイス割り当てを許可するかは、承認を使用して制限
できます。

転送可能チケット チケットの 1つ。クライアントがリモートホスト上のチケットを要求するときに使用で
きます。このチケットを使用すれば、リモートホスト上で完全な認証プロセスを実行す
る必要がありません。たとえば、ユーザー davidがユーザー jenniferのマシンで転送可
能チケットを取得した場合、davidは自分のマシンにログインするときに新しいチ
ケットを取得する必要はありません (再び認証を受けることもない)。プロキシ可能チ
ケットも参照してください。

転送可能チケット
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同期監査イベント 監査イベントの大半を占めます。これらのイベントは、システムのプロセスに関連付け
られています。失敗したログインなど、あるプロセスに関連付けられた、ユーザーに起
因しないイベントは、同期イベントです。

特権 Oracle Solarisシステムにおいてプロセスに対する個々の権利。特権を使用すると、root

を使用するよりもきめ細かなプロセス制御が可能です。特権の定義と適用はカーネルで
行われます。特権の詳細は、privileges(5)のマニュアルページを参照してください。

特権エスカレーション 自分に割り当てられたセキュリティー属性 (オーバーライドを含む)によって許可される
リソースの範囲よりも外側にあるリソースにアクセスすること。その結果、プロセスは
未承認のアクセスを実行できることになります。

特権セット 一連の特権。各プロセスには、プロセスが特定の特権を使用できるかどうかを判断する
4セットの特権があります。詳細は、制限セット、有効セット、許可されたセット、お
よび継承可能セットを参照してください。

基本セットも、ユーザーのログインプロセスに割り当てられる特権セットです。

特権付きアプリ
ケーション

システム制御をオーバーライドできるアプリケーション。このようなアプリケーション
は、セキュリティー属性 (特定のUID、GID、承認、特権など)をチェックします。

特権モデル コンピュータシステムにおいてスーパーユーザーモデルより厳密なセキュリティーモデ
ル。特権モデルでは、プロセスの実行に特権が必要です。システムの管理は、管理者が
各自のプロセスで与えられている特権に基づいて複数の個別部分に分割できます。特権
は、管理者のログインプロセスに割り当てることも、特定のコマンドだけで有効なよう
に割り当てることも可能です。

特権を認識する 自身のコードでの特権の使用を有効および無効にするプログラム、スクリプト、および
コマンド。本稼動環境では、たとえば、プログラムのユーザーに、その特権をプログラ
ムに追加する権利プロファイルの使用を要求することによって、有効になった特権をプ
ロセスに提供する必要があります。特権の詳細は、privileges(5)のマニュアルページを
参照してください。

認証 特定の主体の識別情報を検証するプロセス。

ネームサービスス
コープ

特定の役割が操作を許可されている適用範囲。つまり、NIS LDAPなどの指定された
ネームサービスからサービスを受ける個々のホストまたはすべてのホスト。

ネットワークアプリ
ケーションサーバー

ftpなどのネットワークアプリケーションを提供するサーバー。レルムは、複数の
ネットワークアプリケーションサーバーで構成されます。

ハードウェアプロバイ
ダ

Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能では、デバイスドライバとそのハードウェア
アクセラレータを指します。ハードウェアプロバイダを使用すると、コンピュータシス
テムから負荷の高い暗号化処理を解放され、その分CPUリソースをほかの用途に充てる
ことができます。プロバイダも参照してください。

パスフレーズ 非公開鍵がパスフレーズユーザーによって作成されたことを検証するために使用される
フレーズ。望ましいパスフレーズは、10 - 30文字の長さで英数字が混在しており、単純
な文や名前を避けたものです。通信の暗号化と復号化を行う非公開鍵の使用を認証する
ため、パスフレーズの入力を求めるメッセージが表示されます。

同期監査イベント
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非公開鍵 各ユーザー (主体)に与えられ、主体のユーザーとKDCだけが知っている
鍵。ユーザー主体の場合、鍵はユーザーのパスワードに基づいています。keyも参照し
てください。

非公開鍵の暗号化 非公開鍵の暗号化では、送信者と受信者は同じ暗号化鍵を使用します。公開鍵の暗号化
も参照してください。

非同期監査イベント 非同期イベントは、システムイベントの内の少数です。これらのイベントは、プロセス
に関連付けられていないため、ブロックした後に起動できるプロセスはありません。た
とえば、システムの初期ブートや PROMの開始および終了のイベントは、非同期イベン
トです。

秘密鍵 非公開鍵を参照してください。

プライバシ セキュリティーサービスの 1つ。送信データを送信前に暗号化します。プライバシに
は、データの整合性とユーザー認証も含まれます。認証、整合性、サービスも参照して
ください。

フレーバ 従来は、「セキュリティーフレーバ」と「認証フレーバ」は、認証のタイプ
(AUTH_UNIX、AUTH_DES、AUTH_KERB)を指すフレーバとして、同じ意味を持ってい
ました。RPCSEC_GSSもセキュリティーフレーバですが、これは認証に加えて、整合性
とプライバシのサービスも提供します。

プロキシ可能チケット クライアントに代わってクライアント操作を行うためにサービスによって使用されるチ
ケット。このことを、サービスがクライアントのプロキシとして動作するといいま
す。サービスは、チケットを使用して、クライアントの識別情報を所有できます。この
サービスは、プロキシ可能チケットを使用して、ほかのサービスへのサービスチケット
を取得できますが、チケット認可チケットは取得できません。転送可能チケットと異な
り、プロキシ可能チケットは単一の操作に対してだけ有効です。転送可能チケットも参
照してください。

プロバイダ Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能では、コンシューマに提供される暗号化
サービス。プロバイダには、PKCS #11ライブラリ、カーネル暗号化モジュール、ハード
ウェアアクセラレータなどがあります。プロバイダは暗号化フレームワークに結合 (プ
ラグイン)されるため、プラグインとも呼ばれます。コンシューマの例は、コン
シューマを参照してください。

プロファイルシェル RBACでは、コマンド行から役割 (またはユーザー)が、その役割の権利プロファイルに
割り当てられた任意の特権付きアプリケーションを実行できるようにするシェル。プロ
ファイルシェルには、pfsh、pfcsh、および pfkshがあります。これらはそれぞ
れ、Bourneシェル (sh)、Cシェル (csh)、およびKornシェル (ksh)に対応します。

ホスト ネットワークを通じてアクセス可能なシステム。

ホスト主体 サービス主体の特定のインスタンスの 1つ (プライマリ名 hostで示され
る)。ftp、rcp、rloginなどの一連のネットワークサービスを提供するために設定しま
す。host/central.example.com@EXAMPLE.COMはホスト主体の例です。サーバー主体も参
照してください。

ホスト主体
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ポリシー 一般には、意思やアクションに影響を与えたり、これらを決定したりする計画や手続
き。コンピュータシステムでは、多くの場合セキュリティーポリシーを指します。実際
のサイトのセキュリティーポリシーは、処理される情報の重要度や未承認アクセスから
情報を保護する手段を定義する規則セットです。たとえば、セキュリティーポリ
シーで、システムの監査、特権によるデバイスの保護、6週ごとのパスワード変更と
いったことを設定できます。

Oracle Solaris OSの特定の領域におけるポリシーの実装については、audit policy、暗号化
フレームワークにおけるポリシー、device policy、Kerberos policy、password policy、およ
びRBAC policyを参照してください。

マスターKDC 各レルムのメインKDC。Kerberos管理サーバー kadmindと、認証とチケット認可デーモ
ン krb5kdcで構成されます。レルムごとに、1つ以上のマスターKDCを割り当てる必要
があります。また、クライアントに認証サービスを提供する複製 (スレーブ) KDCを任意
の数だけ割り当てることができます。

無効チケット まだ使用可能になっていない遅延チケット。無効チケットは、有効になるまでアプリ
ケーションサーバーから拒否されます。これを有効にするには、開始時期が過ぎたあ
と、TGS要求で VALIDATEフラグをオンにしてクライアントがこのチケットをKDCに提
示する必要があります。遅延チケットも参照してください。

メカニズム 1.データの認証や機密性を実現するための暗号化技術を指定するソフトウェア
パッケージ。たとえば、Kerberos V5、Diffie-Hellman公開鍵など。

2. Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能では、特定の目的のためのアルゴリズムの
実装。たとえば、認証に適用されるDESメカニズム (CKM_DES_MACなど)は、暗号化
に適用されるメカニズム (CKM_DES_CBC_PAD)とは別です。

メッセージダイジェス
ト

メッセージダイジェストは、メッセージから計算されるハッシュ値です。ハッシュ値に
よってメッセージはほぼ一意に識別されます。ダイジェストは、ファイルの整合性を検
証するのに便利です。

メッセージ認証コード
(MAC)

データの整合性を保証し、データの出所を明らかにするコード。MACは盗聴行為には
対応できません。

役割 特権付きアプリケーションを実行するための特別な ID。割り当てられたユーザーだけが
引き受けられます。

ユーザー主体 特定のユーザーに属する主体。ユーザー主体のプライマリ名はユーザー名であり、その
省略可能なインスタンスは対応する資格の使用目的を説明するために使われる名前です
(jdoe、jdoe/adminなど)。「ユーザーインスタンス」とも呼ばれます。サービス主体も
参照してください。

ユーザーに起因しない
監査イベント

開始した人を特定できない監査イベント。AUE_BOOTイベントなど。

有効セット プロセスにおいて現在有効である一連の特権。

レルム 1. 1つのKerberosデータベースといくつかの鍵配布センター (KDC)を配置した論理
ネットワーク。

ポリシー
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2.主体名の 3番目の部分。主体名が jdoe/admin@ENG.EXAMPLE.COMの場合、レルムは
ENG.EXAMPLE.COMです。主体名も参照してください。

レルム
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数字・記号
キャレット (^)

audit_flags値での接頭辞の使用, 597
アスタリスク (*)

device_allocateファイル, 91, 92
セミコロン (;), device_allocateファイル, 91
バックスラッシュ (\)

device_allocateファイル, 91, 92
ポンド記号 (#)

device_allocateファイル, 92
単価記号 (@), device_allocateファイル, 92
ポンド記号 (#)

device_mapsファイル, 91
アスタリスク (*)

RBAC承認での確認, 188
プラス記号 (+)

sulogファイル内のエントリ, 64
マイナス記号 (-)

sulogファイル内のエントリ, 64
ドット (.)
隠しファイルの表示, 125

プラス記号 (+)
監査クラス接頭辞, 660–661

マイナス記号 (-)
監査クラス接頭辞, 660–661

キャレット (^)
監査クラス接頭辞内, 595–599, 647

プラス記号 (+)
監査クラス接頭辞内, 619

ドット (.)
承認名の区切り文字, 215

プラス記号 (+)
ファイルアクセス権の記号, 121

マイナス記号 (-)
ファイルアクセス権の記号, 121

等号 (=),ファイルアクセス権の記号, 121
マイナス記号 (-)
ファイルタイプの記号, 116

アスタリスク (*
ワイルドカード文字

RBAC承認, 215
二重ドル記号 ($$),親シェルプロセス番号, 206
~/.gkadminファイル,説明, 541
~/.k5loginファイル,説明, 541
~/.rhostsファイル,説明, 334
~/.shostsファイル,説明, 334
~/.ssh/authorized_keysファイル
オーバーライド, 335
説明, 333

~/.ssh/configファイル
オーバーライド, 335
説明, 335

~/.ssh/environmentファイル,説明, 334
~/.ssh/id_dsaファイル,オーバーライド, 335
~/.ssh/id_rsaファイル,オーバーライド, 335
~/.ssh/identityファイル,オーバーライド, 335
~/.ssh/known_hostsファイル
オーバーライド, 335
説明, 334

~/.ssh/rcファイル,説明, 334
[] (角括弧), auditrecord出力, 666
>> (出力を末尾に付加),防止, 46
$$ (二重ドル記号),親シェルプロセス番号, 206
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.gkadminファイル
SEAMツールと, 487
説明, 541

.k5.REALMファイル,説明, 542

.k5loginファイル
説明, 530–532, 541
パスワードを公表せずに, 531

.rhostsファイル,説明, 334
Sun Crypto Accelerator 6000 boardボード,暗号化フ
レームワークのハードウェアプラグイン, 229

Sun Crypto Accelerator 6000ボード
Secure Shellと FIPS-140, 303–304
メカニズムの一覧表示, 260–261

.shostsファイル,説明, 334
* (アスタリスク)

device_allocateファイル, 91, 92
RBAC承認での確認, 188
ワイルドカード文字

RBAC承認, 215
^ (キャレット)
監査クラス接頭辞内, 595–599, 647
監査クラス接頭辞の修飾子, 660–661

> (出力のリダイレクト),防止, 46
; (セミコロン), device_allocateファイル, 91
@ (単価記号), device_allocateファイル, 92
= (等号),ファイルアクセス権の記号, 121
. (ドット)
隠しファイルの表示, 125
承認名の区切り文字, 215

\ (バックスラッシュ)
device_allocateファイル, 92
device_mapsファイル, 91

+ (プラス記号)
sulogファイル, 64
監査クラス接頭辞, 660–661
監査クラス接頭辞内, 619
ファイルアクセス権の記号, 121

# (ポンド記号)
device_allocateファイル, 92
device_mapsファイル, 91

- (マイナス記号)
sulogファイル, 64
監査クラス接頭辞, 660–661
ファイルアクセス権の記号, 121

- (マイナス記号) (続き)
ファイルタイプの記号, 116

1つのファイルへの監査レコードのコピー, 633
3des-cbc暗号化アルゴリズム, ssh_configファイ
ル, 327

3des暗号化アルゴリズム, ssh_configファイ
ル, 327

32ビットの実行可能ファイル,セキュリティーへ
の悪影響からの保護, 123–124

A
ACL

kadm5.aclファイル, 496, 498, 502
エントリの形式, 122–123
説明, 49–50, 122–123

acl監査トークン,形式, 669
add_drvコマンド,説明, 87
admin_serverセクション

krb5.confファイル, 387, 393
aes128-cbc暗号化アルゴリズム, ssh_config
ファイル, 327

aes128-ctr暗号化アルゴリズム, ssh_config
ファイル, 327

AESカーネルプロバイダ, 248
ahlt監査ポリシー

cntポリシーを使用して, 663–664
設定, 600
説明, 585

All (RBAC),権利プロファイル, 212
allocateコマンド
使用, 83–84
必要な承認, 90, 220
ユーザー承認, 79
リムーバブルメディア, 83
割り当てエラー状態, 90

AllowGroupsキーワード, sshd_configファイ
ル, 327

AllowTcpForwardingキーワード
sshd_configファイル, 327
変更, 308

AllowUsersキーワード, sshd_configファイル, 327
all監査クラス,使用上の注意, 660
ALTSHELL Secure Shell, 332

索引
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always-auditクラス,プロセス事前選択マスク, 664
arcfour暗号化アルゴリズム, ssh_configファイ
ル, 327

ARCFOURカーネルプロバイダ, 248
arge監査ポリシー

exec_envトークン, 670
設定, 646
説明, 585

argument監査トークン,形式, 669
argv監査ポリシー

exec_argsトークン, 670
設定, 645
説明, 586

atqコマンド,必要な承認, 220
attribute監査トークン, 669
atコマンド,必要な承認, 220
audit.noticeエントリ, syslog.confファイル, 619
audit -sコマンド, 624–626, 627–628
audit -tコマンド, 626–627
audit_binfileプラグイン, 567–568
空き領域の警告の設定, 613
監査ファイルサイズの制限, 611–612
キューサイズの削除, 612–613
属性の取得, 611–612, 612
属性の設定, 610–613

audit_classファイル
クラスの追加, 603–605
トラブルシューティング, 605

Audit Configuration権利プロファイル, 658
監査クラスの事前選択, 594–595
監査のデフォルトの表示, 592–594
監査ポリシーの構成, 599–601
役割の監査, 180–181

Audit Control権利プロファイル, 658
監査サービスの無効化, 626–627
監査サービスの有効化, 627–628
監査サービスのリフレッシュ, 624–626

audit_eventファイル
イベントの安全な削除, 649–650
クラスメンバーシップの変更, 605–606
説明, 565

audit_flagsキーワード, 594
キャレット (^)接頭辞の使用, 597

audit_flagsキーワード (続き)
監査事前選択に対するユーザー例外の指
定, 595–599

使用, 661
audit_remoteプラグイン, 567–568
監査キュー超過のトラブルシューティン
グ, 614–615

構成, 615–618
属性の取得, 613–615, 615–618
属性の設定, 613–615, 615–618

Audit Review権利プロファイル, 658
audit_syslogプラグイン, 567–568
属性の設定, 618–621

audit_warnスクリプト
構成, 602–603
説明, 657

auditconfigコマンド
audit_binfile属性の設定, 610–613
audit_remote属性の設定, 613–615, 615–618
-getpluginオプション, 613–615, 615–618,

618–621
-setflagsオプション, 594–595
-setnaflagsオプション, 594–595
-setpluginオプション, 613–615, 615–618,

618–621
アクティブな監査ポリシーの設定, 600–601
監査クラスの事前選択, 594–595
監査のデフォルトの表示, 592–594
監査ファイルシステムの追加, 610–613
監査ポリシーの一時的な設定, 600–601
監査ポリシーの設定, 645
キュー制御オプション, 601–602
キュー制御の構成, 601–602
システム全体の監査パラメータの設定, 566
説明, 657
デフォルトの監査事前選択の表示, 594–595
引数としての監査クラス, 566
ポリシーオプション, 599–601
ポリシーの構成, 599–601
リモートリポジトリへのファイルの送
信, 613–615, 615–618

auditdデーモン
監査サービスのリフレッシュ, 625, 626

auditlogファイル,テキスト監査レコード, 619
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auditrecordコマンド
監査レコード定義の表示, 629–630
クラスの書式の一覧表示, 630
出力の [] (角括弧), 666
省略可能なトークン ([]), 666
すべての書式の一覧表示, 629
説明, 658
プログラムの書式の一覧表示, 629
例, 629

auditreduceコマンド
-Aオプション, 631–632
-bオプション, 633
-Cオプション, 631
-cオプション, 633
-dオプション, 633
-eオプション, 633
-Mオプション, 632
-Oオプション, 630–632, 633
trailerトークンと, 676
監査ファイルの整理, 636–637
監査レコードの選択, 632–633
監査レコードのマージ, 630–632
小文字オプションの使用, 632
説明, 658
タイムスタンプの使用, 630
大文字オプションの使用, 631
フィルタリングオプション, 632
例, 630–632

auditstatコマンド,説明, 658
auditコマンド
オプション, 657
監査サービスの無効化, 626–627
監査サービスのリフレッシュ, 624–626

auth_attrデータベース
サマリー, 215
説明, 217

AUTH_DES認証,「AUTH_DH認証」を参照
AUTH_DH認証, NFS, 343
authorized_keysファイル,説明, 333
AuthorizedKeysFileキーワード, sshd_config
ファイル, 327

AUTHS_GRANTEDキーワード, policy.confファイ
ル, 218

authsコマンド,説明, 219

auto_transitionオプション, SASLと, 341
auxprop_loginオプション, SASLと, 341
-aオプション

auditrecordコマンド, 629
-Aオプション, auditreduceコマンド, 631–632
-aオプション

digestコマンド, 241
encryptコマンド, 244
Kerberosコマンド, 533
macコマンド, 242

B
Bannerキーワード, sshd_configファイル, 327
BART
概要, 97–99
コンポーネント, 98–99
詳細出力, 113
セキュリティー上の考慮事項, 100
タスクマップ, 100–101
プログラムを考慮した出力, 113

bart createコマンド, 98–99, 101–102
BARTにおける引用構文, 112
Basic Solaris User (RBAC),権利プロファイル, 212
Batchmodeキーワード, ssh_configファイル, 327
BindAddressキーワード, ssh_configファイル, 327
binding制御フラグ, PAM, 294
blowfish-cbc暗号化アルゴリズム, ssh_config
ファイル, 327

Blowfish暗号化アルゴリズム
policy.confファイル, 62
ssh_configファイル, 327
異機種システム混在環境で可能, 62

Blowfish暗号化アルゴリズム,カーネルプロバイ
ダ, 248

Bourneシェル,特権付きアプリ
ケーション, 148–149

-bオプション, auditreduceコマンド, 633
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C
ChallengeResponseAuthenticationキーワード,
「KbdInteractiveAuthentication

キーワード」を参照
canon_user_pluginオプション, SASLと, 341
CD-ROMドライブ
セキュリティー, 94
割り当て, 85

cdrwコマンド,必要な承認, 220
CheckHostIPキーワード, ssh_configファイル, 327
chgrpコマンド

syntax, 127
説明, 116

chkeyコマンド, 345, 350
chmodコマンド
構文, 129
説明, 116
特殊なアクセス権の変更, 129–130, 130

chownコマンド,説明, 116
ChrootDirectoryキーワード, ssh_configファイ
ル, 327

chrootディレクトリ, sftpと, 309–310
Ciphersキーワード, Secure Shell, 327
Cipherキーワード, ssh_configファイル, 327
ClearAllForwardingsキーワード, Secure Shellの
ポート転送, 327

clear保護レベル, 535
ClientAliveCountMaxキーワード, ssh_config
ファイル, 327

ClientAliveIntervalキーワード, ssh_config
ファイル, 327

clntconfig主体
作成, 389, 396

cmd監査トークン, 669–670
cnt監査ポリシー

ahltポリシーを使用して, 663–664
説明, 586

CompressionLevelキーワード, ssh_configファイ
ル, 327

Compressionキーワード, Secure Shell, 327
Computer Emergency Response Team/Coordination

Center (CERT/CC), 55
ConnectionAttemptsキーワード, ssh_config
ファイル, 327

ConnectTimeoutキーワード, ssh_configファイ
ル, 327

Console User (RBAC),権利プロファイル, 212
CONSOLE_USERキーワード, policy.confファイ
ル, 218

CONSOLE Secure Shell, 332
crammd5.so.1プラグイン, SASLと, 340
credデータベース, DH認証, 344–348
credテーブル

DH認証と, 345
サーバーによって格納される情報, 347

crontabファイル,必要な承認, 220
CRYPT_ALGORITHMS_ALLOWキーワード, policy.conf
ファイル, 39

CRYPT_ALGORITHMS_DEPRECATEキーワード,
policy.confファイル, 39

crypt_bsdbfパスワードアルゴリズム, 38
crypt_bsdmd5パスワードアルゴリズム, 38
CRYPT_DEFAULTキーワード, policy.confファイ
ル, 39

CRYPT_DEFAULTシステム変数, 61
crypt_sha256パスワードアルゴリズム, 38, 61–64
crypt_sunmd5パスワードアルゴリズム, 38
crypt_unixパスワードアルゴリズム, 38
Crypto Management (RBAC),役割の作成, 180
cryptoadm installコマンド, PKCS #11ライブラリ
のインストール, 254

cryptoadmコマンド
-mオプション, 256, 258
PKCS #11ライブラリのインストール, 254
-pオプション, 256, 258
暗号化メカニズムの無効化, 257
暗号化メカニズムを無効にする, 256
カーネルソフトウェアプロバイダの復元, 258
説明, 231
ハードウェアのメカニズムを無効にす
る, 261–263

プロバイダの一覧表示, 248
Cryptoki,「PKCS #11ライブラリ」を参照
cryptコマンド,ファイルセキュリティー, 49
cshコマンド,特権付きアプリ
ケーション, 148–149

-cオプション
auditrecordコマンド, 630
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-Cオプション, auditreduceコマンド, 631
-cオプション

auditreduceコマンド, 633
Cシェル,特権付きアプリケーション, 148–149

D
databases, KDCの伝播, 375
deallocateコマンド
使用, 86
デバイスクリーンスクリプト, 94–95
必要な承認, 90, 221
割り当てエラー状態, 90

decryptコマンド
構文, 245
説明, 232

default/loginファイル,説明, 334
default_realmセクション

krb5.confファイル, 387, 393
definitive制御フラグ, PAM, 294
delete_entryコマンド, ktutilコマンド, 522
DenyGroupsキーワード, sshd_configファイル, 327
DenyUsersキーワード, sshd_configファイル, 327
DES暗号化, Secure NFS, 344
DES暗号化,カーネルプロバイダ, 248
/dev/arpデバイス, IP MIB-II情報の取得, 77
devfsadmコマンド,説明, 87
device_allocateファイル
形式, 92
説明, 91–93
例, 81, 91

Device Management権利プロファイル, 88–89
device_mapsファイル
エントリの例, 90
形式, 90
説明, 90

Device Security権利プロファイル, 78, 88–89
DH認証

NISクライアント用, 349–350
NISでの構成, 349–350
説明, 344–348
ファイルの共有, 351–352
ファイルのマウント, 352

Diffie-Hellman認証,「DH認証」を参照

digestmd5.so.1プラグイン, SASLと, 340
digestコマンド
構文, 240
説明, 232
例, 241

DisableBannerキーワード, ssh_configファイ
ル, 327

dminfoコマンド, 90
DNS, Kerberosと, 372
domain_realmセクション

krb5.confファイル, 371, 387, 393
DSAAuthenticationキーワード,
「PubkeyAuthenticationキーワード」を参照

DynamicForwardキーワード, ssh_configファイ
ル, 328

-dオプション
auditreduceコマンド, 633

-Dオプション, pprivコマンド, 207

E
ECCカーネルプロバイダ, 248
eepromコマンド, 36, 67–68
ejectコマンド,デバイスのクリーンアップおよ
び, 94

elfsignコマンド,説明, 233
encryptコマンド
エラーメッセージ, 246
説明, 232
トラブルシューティング, 246

EscapeCharキーワード, ssh_configファイル, 328
/etc/default/kbdファイル, 68
/etc/default/loginファイル
リモート rootアクセスの制限, 65–66
Secure Shellと, 332
説明, 334

/etc/default/suファイル
suコマンドの試行の表示, 65–66
suコマンドのモニタリング, 64–65
アクセス試行のモニタリング, 65–66

/etc/hosts.equivファイル,説明, 334
/etc/krb5/kadm5.aclファイル,説明, 541
/etc/krb5/kadm5.keytabファイル,説明, 542
/etc/krb5/kdc.confファイル,説明, 542
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/etc/krb5/kpropd.aclファイル,説明, 542
/etc/krb5/krb5.confファイル,説明, 542
/etc/krb5/krb5.keytabファイル,説明, 542
/etc/krb5/warn.confファイル,説明, 542
/etc/logindevpermファイル, 41
/etc/nologinファイル,説明, 334
/etc/nologinファイル,ユーザーのログインを一時
的に無効にする, 60–61

/etc/pam.confファイル, Kerberosと, 542
/etc/publickeyファイル, DH認証と, 345
/etc/rsyslog.confファイル, PAMと, 289
/etc/security/audit_eventファイル,監査イベン
トと, 565

/etc/security/device_allocateファイル, 91
/etc/security/device_mapsファイル, 90
/etc/security/policy.confファイル,アルゴリズ
ム構成, 61–62

/etc/ssh_host_dsa_key.pubファイル,説明, 333
/etc/ssh_host_key.pubファイル,説明, 333
/etc/ssh_host_rsa_key.pubファイル,説明, 333
/etc/ssh/shosts.equivファイル,説明, 334
/etc/ssh/ssh_configファイル

Secure Shellの構成, 326
オーバーライド, 335
キーワード, 326–332
説明, 334
ホスト固有のパラメータ, 331–332

/etc/ssh/ssh_host_dsa_keyファイル,説明, 333
/etc/ssh/ssh_host_keyファイル,オーバーライ
ド, 335

/etc/ssh/ssh_host_rsa_keyファイル,説明, 333
/etc/ssh/ssh_known_hostsファイル
オーバーライド, 335
セキュアな配布, 333
説明, 334
配布の管理, 333

/etc/ssh/sshd_configファイル
キーワード, 326–332
説明, 333

/etc/ssh/sshrcファイル,説明, 334
/etc/syslog.confファイル

PAMと, 289
監査と, 619, 658
実行可能スタックのメッセージ, 123

exec_args監査トークン
argvポリシー, 670
形式, 670

exec_attrデータベース
サマリー, 216
説明, 218

exec_env監査トークン,形式, 670
exportサブコマンド, pktoolコマンド, 272–273
EXTERNALセキュリティーメカニズムのプラグイ
ン, SASLと, 340

-eオプション
auditreduceコマンド, 633
pprivコマンド, 207

F
FallBackToRshキーワード, ssh_configファイ
ル, 328

fd_cleanスクリプト,説明, 94
fe監査イベント修飾子, 671
file監査トークン,形式, 670–671
FILE特権, 152
findコマンド, setuidアクセス権を持つファイル
の検出, 131

FIPS-140,暗号化フレームワークおよび, 234
FIPS-140のサポート

Sun Crypto Accelerator 6000カードを使用した
Secure Shell, 303–304

Secure Shellリモートアクセス, 303–304
flags行,プロセス事前選択マスク, 664
fmri監査トークン,形式, 671
ForwardAgentキーワード, Secure Shell転送された
認証, 328

ForwardX11Trustedキーワード, Secure Shellの
ポート転送, 328

ForwardX11キーワード, Secure Shellのポート転
送, 328

fp監査イベント修飾子, 671
FQDN (完全指定のドメイン名), Kerberos内, 372
ftpコマンド

Kerberosおよび, 533–535
Kerberosと, 543
ファイル転送のログ作成, 652–653
保護レベルを設定する, 535
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-Fオプション
deallocateコマンド, 90
Kerberosコマンド, 534, 535–536

-fオプション
Kerberosコマンド, 533, 535–536
st_cleanスクリプト, 95

G
GSSAPIStoreDelegatedCredentialsキーワード,

sshd_configファイル, 328
GatewayPortsキーワード, Secure Shell, 328
gencertサブコマンド, pktoolコマンド, 269–270
getdevpolicyコマンド,説明, 87
getentコマンド,説明, 219
-getflagsオプション

auditconfigコマンド, 592–594, 594–595
-getnaflagsオプション

auditconfigコマンド, 592–594, 594–595
-getpluginオプション

auditconfigコマンド, 592–594, 613–615,
615–618, 618–621

-getpolicyオプション
auditconfigコマンド, 592–594, 599–601

-getqctrlオプション, auditconfigコマン
ド, 592–594

gkadminコマンド
「SEAMツール」も参照
説明, 543

GlobalKnownHostsFileキーワード
「GlobalKnownHostsFileキーワード」を参照
ssh_configファイル, 328

group監査トークン
グループポリシー、および, 671
形式, 671

group監査ポリシー
groupsトークンと, 586
groupトークン、および, 671
説明, 586

GSS-API
Kerberosと, 356
Secure Shellでの資格, 324
Secure Shellでの認証, 300

gssapi.so.1プラグイン, SASLと, 340

GSSAPIAuthenticationキーワード, Secure
Shell, 328

GSSAPIDelegateCredentialsキーワード,
ssh_configファイル, 328

GSSAPIKeyExchangeキーワード, Secure Shell, 328
gsscredコマンド,説明, 543
gsscredテーブル,使用, 556
gssdデーモン, Kerberosと, 544
GSS資格のマッピング, 374

H
HostbasedUsesNameFromPacketOnlyキーワード,

sshd_configファイル, 328
HashKnownHostsキーワード, ssh_configファイ
ル, 328

header監査トークン
イベント修飾子, 671
監査レコード内での順番, 671–672
形式, 671–672

「Help Contents」, SEAMツール, 488
hmac-md5アルゴリズム, ssh_configファイル, 329
hmac-sha1暗号化アルゴリズム, ssh_configファイ
ル, 329

HostbasedAuthenticationキーワード, Secure
Shell, 328

HostKeyAlgorithmsキーワード, ssh_configファイ
ル, 329

HostKeyAliasキーワード, ssh_configファイ
ル, 329

HostKeyキーワード, sshd_configファイル, 328
HostNameキーワード, ssh_configファイル, 329
hosts.equivファイル,説明, 334
Hostキーワード

ssh_configファイル, 328, 331–332
host主体
作成, 388, 395

-hオプション, auditrecordコマンド, 629

I
ID

UNIXをKerberos主体にマッピング, 556

索引

Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス • 2014年 2月700



ID (続き)
監査
概要, 561–562
メカニズム, 664

監査セッション, 665
IgnoreIfUnknownキーワード, ssh_configファイ
ル, 329

IgnoreRhostsキーワード, sshd_configファイ
ル, 329

IgnoreUserKnownHostsキーワード, sshd_config
ファイル, 329

importサブコマンド, pktoolコマンド, 270–271
in.rlogindデーモン, Kerberosと, 544
in.rshdデーモン, Kerberosと, 544
in.telnetdデーモン, Kerberosと, 544
include制御フラグ, PAM, 295
installサブコマンド, cryptoadmコマンド, 254
INTERNALプラグイン, SASLと, 340
ioctl()システムコール, AUDIO_SETINFO(), 94
ip address監査トークン,形式, 672
IP MIB-II, /dev/Ipではなく、/dev/arpからの情報
の取得, 77

ip port監査トークン,形式, 672
IPC_perm監査トークン,形式, 673
ipc監査トークン, 672–673
形式, 672–673

ipc形式フィールドの値 (ipcトークン), 672–673
IPC特権, 152
IPアドレス

Secure Shellチェック, 327
Secure Shellデフォルトの例外, 308–309

-Iオプション
bart createコマンド, 101

-iオプション
bart createコマンド, 101, 104
encryptコマンド, 244

-Iオプション
st_cleanスクリプト, 95

-iオプション
st_cleanスクリプト, 95

K
KbdInteractiveAuthenticationキーワード, Secure

Shell, 329
kadm5.aclファイル
新しい主体と, 496, 498
エントリの書式, 502
説明, 541
マスターKDCエントリ, 388, 394
マスターKDCのエントリ, 438

kadm5.keytabファイル,説明, 542
kadmin.localコマンド
管理主体の追加, 394
主体の作成の自動化, 491
説明, 543

kadmin.logファイル,説明, 542
kadmindデーモン

Kerberosと, 544
マスターKDCと, 545

kadminコマンド
host主体の作成, 388, 395
ktaddコマンド, 518–519
ktremoveコマンド, 519
SEAMツール, 485
キータブから主体を削除, 519–520
説明, 543

kbdファイル, 68
kcfdデーモン, 232, 263
kclientコマンド,説明, 544
kdb5_ldap_utilコマンド,説明, 544
kdb5_utilコマンド

KDCデータベースの作成, 387
stashファイルの作成, 401, 450
説明, 544

KDC
host主体の作成, 388, 395
管理ファイルをスレーブからマスターにコ
ピーする, 400, 448

クロックの同期化
スレーブKDC, 402, 450
マスターKDC, 389, 396

計画, 373
サーバーへのアクセス制限, 459
スレーブ, 373
定義, 545
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KDC (続き)
スレーブの構成
自動的, 396–397
手動, 398–402
対話的, 397–398

スレーブまたはマスター, 362, 383
データベースの作成, 387
データベースの伝播, 375
デーモンの起動, 402, 450
バックアップと伝播, 440–441
ポート, 372
マスター
定義, 545

マスターとスレーブの入れ替え, 435–440
マスターの構成

LDAPを使用した, 390–396
自動的, 384
手動, 386–389
対話的, 385

kdc.confファイル
説明, 542
チケット有効期限と, 548

kdc.logファイル,説明, 542
kdcmgrコマンド
サーバーのステータス, 385
スレーブの構成
自動的, 397
対話的, 397

マスターの構成
自動的, 384
対話的, 385

KDCサーバーへのアクセス制限, 459
kdestroyコマンド

Kerberosと, 543
例, 526–527

KeepAliveキーワード, Secure Shell, 329
Kerberos

KDCサーバーの構成, 383–402
Kerberos V5プロトコル, 356
Kerberosコマンドの使用例, 537–539
Kerberosコマンドへのオプション, 533
アカウントへのアクセス認可, 530–532
暗号化タイプ
概要, 378

Kerberos,暗号化タイプ (続き)
使用, 554–556

エラーメッセージ, 461–478
オンラインヘルプ, 379
概要

Kerberosコマンド, 533–535
認証システム, 356–362, 550–551

管理, 485–522
管理ツール
「SEAMツール」を参照

計画, 369–379
構成の決定, 369–379
コマンド, 532–539, 543–544
コンポーネント, 364–365
サーバーへのアクセス, 551–554
参照, 541–557
使用, 523–539
デーモン, 544
トラブルシューティング, 478
ネットワークコマンドオプションの表, 534
パスワード管理, 527–532
ファイル, 541–542
用語, 544–550
リモートアプリケーション, 360
レルム
「レルム (Kerberos)」を参照

Kerberosコマンド, 532–539
例, 537–539

Kerberosコマンドへのオプション, 533
Kerberos認証, Secure RPC, 344
kern.noticeエントリ, syslog.confファイル, 123
KEYBOARD_ABORTシステム変数, 68
keyloginコマンド, Secure RPCのための使用, 345
KeyRegenerationIntervalキーワード, sshd_config
ファイル, 329

keyservデーモン, 349
keytabオプション, SASLと, 341
kgcmgrコマンド,説明, 544
kinitコマンド

-Fオプション, 524
Kerberosと, 543
チケット有効期限, 548
例, 524–525
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klistコマンド
-fオプション, 525–526
Kerberosと, 543
例, 525–526

KMF
管理

PKIポリシー, 267
キーストア, 267
公開鍵技術 (PKI), 265
プラグイン, 267

キーストア, 266, 267
キーストアへの証明書のインポート, 270–271
作成
キーストアのパスフレーズ, 268
キーストアのパスワード, 273–274
自己署名付き証明書, 269–270

証明書のエクスポート, 272–273
プラグインの一覧表示, 279–280
プラグインの削除, 279–280
プラグインの追加, 279–280
ユーティリティー, 266
ライブラリ, 266

kmfcfgコマンド
list pluginサブコマンド, 279–280
プラグインサブコマンド, 266, 267

known_hostsファイル
説明, 334
配布の管理, 333

Kornシェル,特権付きアプリケーション, 148–149
kpasswdコマンド

Kerberosと, 543
passwdコマンドおよび, 528
エラーメッセージ, 528
例, 530

kpropd.aclファイル,説明, 542
kpropdデーモン, Kerberosと, 544
kproplogコマンド,説明, 544
kpropコマンド,説明, 543
krb-warn.confファイル,説明, 542
krb5.confファイル

domain_realmセクション, 371
説明, 542
編集, 386, 392
ポートの定義, 372

krb5.keytabファイル,説明, 542
krb5cc_uidファイル,説明, 542
krb5kdcデーモン

Kerberosと, 544
起動, 402, 450
マスターKDCと, 545

kshコマンド,特権付きアプリ
ケーション, 148–149

ktaddコマンド
構文, 518
サービス主体の追加, 517, 518–519

ktkt_warndデーモン, Kerberosと, 544
ktremoveコマンド, 519
ktutilコマンド

delete_entryコマンド, 522
Kerberosと, 543
listコマンド, 520, 522
read_ktコマンド, 520, 521
キータブファイルの管理, 517
主体の一覧の表示, 519, 520–521

kvnoコマンド, Kerberosと, 543
-Kオプション

encryptコマンド, 244
-kオプション

encryptコマンド, 244
-Kオプション

Kerberosコマンド, 534
-kオプション

Kerberosコマンド, 534
-Kオプション

macコマンド, 242
-kオプション

macコマンド, 242
-Kオプション

rolemodコマンド, 195
usermodコマンド, 170

L
LDAP,マスターKDCの構成, 390–396
LDAPネームサービス
パスワード, 37
パスワードアルゴリズムの指定, 63–64
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list_devicesコマンド
必要な承認, 90, 221

list pluginサブコマンド, kmcfgコマン
ド, 279–280

ListenAddressキーワード, sshd_configファイ
ル, 329

listコマンド, 520, 522
listサブコマンド, pktoolコマンド, 269
LocalForwardキーワード, ssh_configファイ
ル, 329

log_levelオプション, SASL and, 341
logadmコマンド,サマリーテキスト監査ファイル
の保管, 637

LoginGraceTimeキーワード, sshd_configファイ
ル, 329

loginsコマンド
構文, 59
パスワードを持たないユーザーの表示, 60
ユーザーのログインステータスの表示, 59

login環境変数, Secure Shellと, 332
LogLevelキーワード, Secure Shell, 329
LookupClientHostnamesキーワード, sshd_config
ファイル, 329

-lspolicyオプション, auditconfigコマン
ド, 599–601

-lオプション
digestコマンド, 240
macコマンド, 242

-Lオプション, sshコマンド, 318–319
-lオプション

sshコマンド, 314–315

M
MACSキーワード, Secure Shell, 329
macコマンド
構文, 242
説明, 232

Matchキーワード, sshd_configファイル, 329
Matchブロック

chrootディレクトリと, 309–310
Secure Shellデフォルトの例外, 308–309

max_life値,説明, 548
max_renewable_life値,説明, 549

MaxStartupsキーワード, sshd_configファイ
ル, 329

MD4暗号化アルゴリズム,カーネルプロバイ
ダ, 248

MD5暗号化アルゴリズム
policy.confファイル, 61–62, 62
異機種システム混在環境で可能, 62

MD5暗号化アルゴリズム,カーネルプロバイ
ダ, 248

mech_dhメカニズム, GSS-API資格, 324
mech_krbメカニズム, GSS-API資格, 325
mech_listオプション, SASLと, 341
Media Backup権利プロファイル
信頼されるユーザーへの割り当て, 140
信頼できるユーザーへの割り当て, 177

Media Restore権利プロファイル,信頼できる
ユーザーへの割り当て, 177

messagesファイル,実行可能スタックの
メッセージ, 123

mountコマンド,セキュリティー属性付き, 79
mtコマンド, 93
-Mオプション, auditreduceコマンド, 632
-mオプション

cryptoadmコマンド, 256, 258
Kerberosコマンド, 534

N
n2cpドライバ
暗号化フレームワークのハードウェアプラグイ
ン, 229

メカニズムの一覧表示, 260–261
NoHostAuthenticationForLocalHostキーワード,

ssh_configファイル, 329
na監査イベント修飾子, 671
ncpドライバ
暗号化フレームワークのハードウェアプラグイ
ン, 229

メカニズムの一覧表示, 260–261
netservices limitedインストールオプション, 47
Network IPsec Management権利プロファイル,

solaris.admin.edit承認の追加, 184–185
Network Time Protocol,「NTP」を参照
NET特権, 152
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never-auditクラス,プロセス事前選択マスク, 664
newkeyコマンド

NISユーザーの鍵の作成, 350–351
鍵の生成, 345

NFSサーバー, Kerberosの構成, 409–410
NFSファイルシステム

AUTH_DHによるセキュアなアクセス, 351
クライアントサーバーセキュリティーの提
供, 345–348

認証, 343
nisaddcredコマンド,鍵の生成, 345
NISネームサービス
認証, 343
パスワード, 37
パスワードアルゴリズムの指定, 62–63

nobodyユーザー, 50
noexec_user_stack_log変数, 124, 133
noexec_user_stack変数, 123, 132–133
nologinファイル,説明, 334
nscd (ネームサービスキャッシュデーモン),使
用, 219

NSS,キーストアの管理, 267
NTP

Kerberosの計画と, 375
スレーブKDCと, 402, 450
マスターKDCと, 389, 396

NumberOfPasswordPromptsキーワード, ssh_config
ファイル, 330

-nオプション, bart createコマンド, 101

O
OpenSSH,「Secure Shell」を参照
OpenSSL
キーストアの管理, 267
バージョン, 266

Operator (RBAC)
権利プロファイル, 212
推奨される役割, 139

optional制御フラグ, PAM, 295
ovsec_adm.xxxxxファイル,説明, 542
-Oオプション

auditreduceコマンド, 630–632, 633
-oオプション, encryptコマンド, 244

P
PAM

/etc/rsyslog.confファイル, 289
/etc/syslog.confファイル, 289
Kerberosと, 365
概要, 283
計画, 286
構成ファイル

Kerberosと, 542
概要, 291
構文, 292
スタック, 293–296
制御フラグ, 294

スタック
図, 295
説明, 293
例, 297–298

タスクマップ, 285
認証をキャッシュするためのスタック, 172
フレームワーク, 284
モジュールの追加, 287–288

pam.confファイル,「PAM構成ファイル」を参照
pam_rolesコマンド,説明, 219
pam_tty_tickets.so.1モジュール, PAM, 172
PAMServiceNameキーワード, sshd_configファイ
ル, 330

PAMServicePrefixキーワード, sshd_configファイ
ル, 330

PAM構成ファイル, suスタックの追加, 172
PAMモジュール, 172
PASSREQ Secure Shell, 332
passwdコマンド
および kpasswdコマンド, 528
構文, 58
とネームサービス, 37
役割のパスワードの変更, 193–194

PasswordAuthenticationキーワード, Secure
Shell, 330

path_attr監査トークン, 674
Secure Shellの PATH Secure Shell, 332
PATH環境変数
設定, 46
とセキュリティー, 45

path監査トークン,形式, 673
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path監査ポリシー,説明, 586
PermitEmptyPasswordsキーワード, sshd_config
ファイル, 330

PermitRootLoginキーワード, sshd_configファイ
ル, 330

PermitUserEnvironmentキーワード, sshd_config
ファイル, 330

perzone監査ポリシー
使用, 579, 623–624, 659
使用する場合, 574–575
設定, 601
説明, 586

pfcshコマンド,説明, 148–149
pfeditコマンド,説明, 219
pfexecコマンド,説明, 219
pfkshコマンド,説明, 148–149
pfshコマンド,説明, 148–149
PidFileキーワード, Secure Shell, 330
PKCS #10 CSR,使用, 278–279
pkcs11_kernel.soユーザーレベルプロバイダ, 248
PKCS #11 softtoken,キーストアの管理, 267
pkcs11_softtoken.soユーザーレベルプロバイ
ダ, 248

PKCS #11ライブラリ
暗号化フレームワーク, 229
プロバイダライブラリの追加, 253–254

PKCS #12ファイル,保護, 272
PKI

KMFによって管理されるポリシー, 267
KMFによる管理, 265

pktoolコマンド
exportサブコマンド, 272–273
gencertサブコマンド, 269–270
importサブコマンド, 270–271
listサブコマンド, 269
PKCS #10 CSRへの署名, 278–279
PKIオブジェクトの管理, 266
setpinサブコマンド, 273–274
鍵のペアの生成, 274–278
自己署名付き証明書の作成, 269–270
秘密鍵の生成, 236–240

plain.so.1プラグイン, SASLと, 340
plugin_listオプション, SASLと, 341

policy.confファイル
暗号化アルゴリズムの指定, 61–62
キーワード

RBAC承認, 218
権利プロファイル, 218
特権, 218, 222
パスワードアルゴリズムの, 39
ワークステーション所有者, 218

説明, 218–219, 219
パスワードアルゴリズムの指定, 61–62
ネームサービスでの, 62–63

Portキーワード, Secure Shell, 330
pprivコマンド,特権の一覧表示, 206
prauditコマンド

auditreduce出力のパイプ, 634
XML形式, 635
監査レコードの表示, 633–636
監査レコードをユーザーが読める書式に変換す
る, 635

スクリプトで使用, 635
説明, 658

PreferredAuthenticationsキーワード, ssh_config
ファイル, 330

PreUserauthHookキーワード, ssh_configファイ
ル, 330

principal.kadm5.lockファイル,説明, 542
principal.kadm5ファイル,説明, 542
principal.okファイル,説明, 542
principal.ulogファイル,説明, 542
principalファイル,説明, 542
Printer Management (RBAC),権利プロファイ
ル, 212

PrintLastLogキーワード, ssh_configファイ
ル, 330

PrintMotdキーワード, sshd_configファイル, 330
priv.debugエントリ, syslog.confファイル, 223
PRIV_DEFAULTキーワード

policy.confファイル, 218, 223
PRIV_LIMITキーワード

policy.confファイル, 218, 223
PRIV_PROC_LOCK_MEMORY特権, 154
private保護レベル, 535
privilege監査トークン, 674
process監査トークン,形式, 674
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PROC特権, 152
prof_attrデータベース
サマリー, 215
説明, 217–218

profilesコマンド
権利プロファイルの作成, 181–183
権利プロファイルの変更, 183
説明, 219
ユーザーの権利プロファイルの一覧表
示, 165–166

PROFS_GRANTEDキーワード, policy.confファイ
ル, 218

proftpdデーモン, Kerberosと, 544
project.max-locked-memory制限制御, 154
PROMセキュリティーモード, 67–68
Protocolキーワード, Secure Shell, 330
ProxyCommandキーワード, ssh_configファイ
ル, 330

PubkeyAuthenticationキーワード, Secure
Shell, 330

publickeyマップ, DH認証, 344–348
public監査ポリシー
説明, 587
読み取り専用イベント, 587

pwcheck_methodオプション, SASLと, 341
-pオプション

auditrecordコマンド, 629
bart create, 104
cryptoadmコマンド, 256, 258
loginsコマンド, 60

Q
qsize属性,監査プラグイン, 601–602

R
RBAC
監査プロファイル, 658
管理権限の取得, 170–173
管理コマンド, 219–220
管理のためのコマンド, 219–220
基本概念, 141–143

RBAC (続き)
計画, 175–177
権限の制限, 197–198
権利の表示, 164–166
権利プロファイル, 147
権利プロファイルデータベース, 217–218
権利プロファイルの作成, 181–183
構成, 174–192
承認, 144–145
承認データベース, 217
承認の作成, 186–187
スーパーユーザーモデルとの比較, 137–141
スクリプトのセキュリティー保護, 188
スクリプトまたはプログラムの承認の確
認, 188

すべてのRBACセキュリティー属性の表
示, 162–163

データベース, 215–219
デフォルト, 162–173
特権ユーザーの追加, 169–170
トラブルシューティング, 189–192
ネームサービス, 216
プロファイルシェル, 148–149
役割の監査, 180–181
役割の追加, 177–179
役割のパスワードの変更, 193–194
役割の変更, 194–195
ユーザーのパスワードを使用した役割の引き受
け, 195–196, 198–199

ユーザーの変更, 168–170
要素, 141–143

RC4,「ARCFOURカーネルプロバイダ」を参照
rcpコマンド

Kerberosおよび, 533–535
Kerberosと, 543

rd監査イベント修飾子, 672
read_ktコマンド, 520, 521
reauth_timeoutオプション, SASLと, 341
RekeyLimitキーワード, ssh_configファイル, 330
rem_drvコマンド,説明, 87
RemoteForwardキーワード, ssh_configファイ
ル, 330

required制御フラグ, PAM, 295
requisite制御フラグ, PAM, 295
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RETRIES Secure Shell, 332
return監査トークン,形式, 674–675
rewofflオプション, mtコマンド, 93
RhostsAuthenticationキーワード, Secure

Shell, 330
RhostsRSAAuthenticationキーワード, Secure

Shell, 330
rlogindデーモン, Kerberosと, 544
rloginコマンド

Kerberosおよび, 533–535
Kerberosと, 543

roleaddコマンド
使用, 177
説明, 219

roleauthキーワード
役割のパスワード, 195–196, 198–199

rolemodコマンド
説明, 219
役割のパスワード, 195–196, 198–199
役割のプロパティーの変更, 194, 197

rolesコマンド
使用方法, 167
説明, 219

rootアカウント,説明, 40
rootアクセス
試行のモニタリング, 65–66
モニタリングと制限, 64–66
リモートのトラブルシューティング, 66

root主体,ホストのキータブに追加, 517
root役割

rootユーザーからの変更, 200
rootユーザーへの変更, 199–201
提供される役割, 139
トラブルシューティング, 201
パスワードの変更, 58
役割になる, 167

rootユーザー
RBACでの置き換え, 148
root役割への変更, 200
suコマンド試行のモニタリング, 64–65
suコマンド試行のモニタリング, 44
アクセス試行のコンソールへの表示, 65–66
アクセスの制限, 50
リモートアクセスの制限, 65–66

rootユーザー (続き)
ログインの追跡, 44

RSAAuthenticationキーワード, Secure Shell, 330
RSAカーネルプロバイダ, 248
制限付きシェル (rsh), 46
rshdデーモン, Kerberosと, 544
rshコマンド

Kerberosおよび, 533–535
Kerberosと, 543

rshコマンド (制限付きシェル), 46
rstchownシステム変数, 126
rsyslog.confエントリ

PAMのための作成, 288–289
リアルタイム監査ログのための作成, 618–621

-Rオプション
bart create, 101, 104

-rオプション
bart create, 104
passwdコマンド, 37

-Rオプション
sshコマンド, 318–319

S
safe保護レベル, 535
SASL
オプション, 341–342
概要, 339
環境変数, 340
プラグイン, 340

saslauthd_pathオプション, SASLと, 341
scpコマンド

Kerberosと, 543
説明, 336
ファイルのコピー, 320

SCSIデバイス, st_cleanスクリプト, 93
SEAMツール

.gkadminファイル, 487
「Filter Pattern」フィールド, 492
gkadminコマンド, 485
「Help Contents」, 488
kadminコマンド, 485
または kadminコマンド, 486
新しい主体の作成, 495–497
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SEAMツール (続き)
新しいポリシーの作成, 495, 508–509
およびXウィンドウシステム, 486–487
および一覧表示権限, 515
オンラインヘルプ, 487–488
概要, 486–489
管理権限の制限, 515–516
起動, 489
権限, 515
権限による影響, 515
コンテキストヘルプ, 487
主体の一覧の表示, 491–493
主体の削除, 499–500
主体の属性の表示, 493–495
主体のデフォルトの設定, 500–501
主体の複製, 498
主体の部分リストの表示, 492
主体の変更, 498–499
対応するコマンド行, 486–487
デフォルト値, 489
パネルの説明, 512–515
パネルの表, 512–515
ヘルプ, 487–488
変更されるファイル, 487
ポリシーの一覧の表示, 504–506
ポリシーの削除, 511–512
ポリシーの属性の表示, 506–508
ポリシーの変更, 510–511
ログインウィンドウ, 489

SEAMツールに対応するコマンド行, 486–487
Secure NFS, 344
Secure RPC

Kerberos, 344
概要, 52–53
キーサーバー, 345
実装, 345–348
説明, 343
同等の機能, 53

Secure Shell
chrootディレクトリの構成, 309–310
FIPS-140のサポート, 303–304
naming identity files, 333
OpenSSHからの基本, 302–303
scpコマンド, 320

Secure Shell (続き)
TCPと, 307
xauthパッケージ, 315
ZFSの管理, 317–318
鍵の作成, 311–313
鍵の生成, 311–313
管理, 323–325
管理者タスクマップ, 304–305
キーワード, 326–332
クライアントの構成, 326
現在のリリースでの変更, 302–303
公開鍵認証, 300
コマンドの実行, 325
サーバーの構成, 326
システムデフォルトの例外の指定, 308–309
少数のプロンプトでのログイン, 315–316
説明, 299
データの転送, 325
認証
要件, 300–301

認証手順, 324–325
認証方式, 300–301
パスフレーズの変更, 313–314
パスワードなしでの使用, 315–316
標準的なセッション, 323–325
ファイアウォールの外部に接続
構成ファイルから, 321–322
コマンド行から, 322

ファイアウォールを越えての接続, 321
ファイル, 333
ファイルのコピー, 320
プロトコルバージョン, 300
ポート転送の構成, 307–308
ポート転送の使用, 318–319
メールの転送, 319
ユーザーの手順, 311
リモートGUIを表示するためのログイン, 315
リモートポート転送, 319
リモートホストへのログイン, 314–315
ローカルポート転送, 319
ログイン環境変数と, 332

sendmailコマンド,必要な承認, 221
sequence監査トークン
および seq監査ポリシー, 675
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sequence監査トークン (続き)
形式, 675

seq監査ポリシー
および sequenceトークン, 675
sequenceトークンと, 587
説明, 587

ServerAliveCountMaxキーワード, ssh_config
ファイル, 331

ServerAliveIntervalキーワード, ssh_config
ファイル, 331

ServerKeyBitsキーワード, sshd_configファイ
ル, 331

-setflagsオプション, auditconfigコマン
ド, 594–595

setgidアクセス権
記号モード, 121
セキュリティーリスク, 119
絶対モード, 122, 130
説明, 118–119

-setnaflagsオプション, auditconfigコマン
ド, 594–595

setpinサブコマンド, pktoolコマンド, 273–274
-setpluginオプション

auditconfigコマンド, 613–615, 615–618,
618–621

-setpolicyオプション, auditconfigコマン
ド, 599–601

setuidアクセス権
アクセス権が設定されているファイルの検
出, 131

記号モード, 121
セキュリティーリスク, 47, 118
絶対モード, 122, 130
説明, 118

sftpコマンド
chrootディレクトリと, 309–310
Kerberosと, 543
説明, 336
ファイル転送の監査, 652–653
ファイルのコピー, 320

SHA1カーネルプロバイダ, 248
SHA2カーネルプロバイダ, 248
shosts.equivファイル,説明, 334
shコマンド,特権付きアプリケーション, 148–149

slave_datatransファイル
KDC伝播および, 440–441
説明, 542

slave_datatrans_slaveファイル,説明, 542
SMF

auditdサービス, 655–656
kcfdサービス, 232
Secure Shellの再起動, 308
sshサービス, 308
暗号化フレームワークサービス, 232
暗号化フレームワークの再起動, 263
キーサーバーの有効化, 349
デバイス割り当てサービス, 88
デフォルトでのセキュリティー強化 (Secure By

Default)構成の管理, 47
socket監査トークン, 675
solaris.admin.edit承認,権利プロファイルへの
追加, 184–185

solaris.device.revoke承認, 90
solaris.smf.value承認,権利プロファイルからの
削除, 185

SPARC T4シリーズ,暗号化の最適化, 234
sp監査イベント修飾子, 672
sr_cleanスクリプト,説明, 94
ssh-addコマンド
説明, 336
非公開鍵の格納, 315–316
例, 315–316, 316

ssh-agentコマンド
コマンド行, 315–316
説明, 336

ssh-keygenコマンド
使用, 311–313
説明, 336
パスフレーズ保護, 302

ssh-keyscanコマンド,説明, 336
ssh-keysignコマンド,説明, 336
.ssh/configファイル
オーバーライド, 335
説明, 335

ssh_configファイル
Secure Shellの構成, 326
オーバーライド, 335
キーワード, 326–332
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ssh_configファイル,キーワード (続き)
「固有のキーワード」を参照

ホスト固有のパラメータ, 331–332
.ssh/environmentファイル,説明, 334
ssh_host_dsa_key.pubファイル,説明, 333
ssh_host_dsa_keyファイル,説明, 333
ssh_host_key.pubファイル,説明, 333
ssh_host_keyファイル,オーバーライド, 335
ssh_host_rsa_key.pubファイル,説明, 333
ssh_host_rsa_keyファイル,説明, 333
.ssh/id_dsaファイル, 335
.ssh/id_rsaファイル, 335
.ssh/identityファイル, 335
.ssh/known_hostsファイル
オーバーライド, 335
説明, 334

ssh_known_hostsファイル, 334
.ssh/rcファイル,説明, 334
sshd.pidファイル,説明, 333
sshd_configファイル

/etc/default/loginエントリのオーバーライ
ド, 332

キーワード, 326–332
「固有のキーワード」を参照

説明, 333
sshdコマンド,説明, 336
sshdデーモン, Kerberosと, 544
sshrcファイル,説明, 334
sshコマンド

Kerberosと, 543
ZFSのリモートでの管理, 317–318
キーワード設定をオーバーライドする, 336
使用, 314–315
説明, 336
プロキシコマンドの使用, 322
ポート転送のオプション, 318–319

st_cleanスクリプト, 93
stashファイル
作成, 401, 450
定義, 545

Stop (RBAC),権利プロファイル, 212
StrictHostKeyCheckingキーワード, ssh_config
ファイル, 331

StrictModesキーワード, sshd_configファイ
ル, 331

subject監査トークン,形式, 675–676
Subsystemキーワード, sshd_configファイル, 331
sufficient制御フラグ, PAM, 295
sulogファイル, 64–65
内容のモニタリング, 64

Sun Crypto Accelerator 1000ボード,メカニズムの一
覧表示, 261–263

SUPATH Secure Shell, 332
suコマンド
アクセス試行のコンソールへの表示, 65–66
使用のモニタリング, 64–65
役割になる, 166–167

suファイル, suコマンドのモニタリング, 64–65
svc:/system/device/allocate,デバイス割り当て
サービス, 88

svcadmコマンド
暗号化フレームワークの管理, 231, 232
暗号化フレームワークの有効化, 263
暗号化フレームワークのリフ
レッシュ, 252–254

キーサービスデーモンを有効にする, 349
再起動

Secure Shell, 308
syslogデーモン, 619

svcsコマンド
暗号化サービスの一覧表示, 263
キーサーバーサービスの一覧表示, 349

syslog.confエントリ
PAMのための作成, 288–289
リアルタイム監査ログのための作成, 618–621

syslog.confファイル
audit.noticeレベル, 619
kern.noticeレベル, 123
priv.debugエントリ, 223
実行可能スタックのメッセージ, 123
と監査, 658
特権のデバッグ, 222

SYSLOG_FAILED_LOGINS, Secure Shell, 332
SyslogFacilityキーワード, sshd_configファイ
ル, 331

System Administrator (RBAC)
権利プロファイル, 212
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System Administrator (RBAC) (続き)
推奨される役割, 139
ハードウェアの保護, 67

System V IPC
IPC_perm監査トークン, 673
ipc監査トークン, 672–673
特権, 152

/system/volatile/sshd.pidファイル,説明, 333
SYS特権, 152
-sオプション

auditコマンド, 624–626, 627–628
-Sオプション, st_cleanスクリプト, 95

T
T4,「SPARC T4シリーズ」を参照
tailコマンド,使用例, 590
TCP

Secure Shellと, 307, 325
アドレス, 672

telnetdデーモン, Kerberosと, 544
telnetコマンド

Kerberosおよび, 533–535
Kerberosと, 543

text監査トークン,形式, 676
TGS,資格の取得, 551–552
TGT, Kerberos, 357–359
TIMEOUT Secure Shell, 332
/tmp/krb5cc_uidファイル,説明, 542
/tmp/ovsec_adm.xxxxxファイル,説明, 542
TMPFSファイルシステム,セキュリティー, 119
trailer監査トークン

praudit表示, 676
監査レコード内での順番, 676
形式, 676

trail監査ポリシー
trailerトークンと, 587
説明, 587

trussコマンド,特権のデバッグ用, 207
TZ Secure Shell, 332
-tオプション, auditコマンド, 626–627
-Tオプション

encryptコマンド, 244
macコマンド, 242

U
UDP

Secure Shellと, 307
アドレス, 672
ポート転送と, 307
リモート監査ログに使用, 568

umask値,標準的な値, 120
umaskの値,ファイルの作成, 119–120
umountコマンド,セキュリティー属性付き, 79
UNIXファイルアクセス権,「ファイル、アクセス
権」を参照

update_drvコマンド,説明, 87
use_authidオプション, SASLと, 341
use of authorization 監査トークン, 676
use of privilege 監査トークン, 677
UseOpenSSLEngineキーワード

Secure Shell, 331
UsePrivilegedPortキーワード, Secure Shell, 331
user_attrデータベース
監査事前選択に対するユーザー例外の一覧表
示, 595–599

説明, 215, 216–217
user_attrファイル,システム全体の監査クラスに
対する例外, 566

User Security権利プロファイル,ユーザーの監査事
前選択の変更, 595–599

useraddコマンド,説明, 220
userattrコマンド
システム全体の監査に対する例外の表
示, 592–594

説明, 220
userdelコマンド,説明, 220
UserKnownHostsFile2キーワード,
「UserKnownHostsFileキーワード」を参照

UserKnownHostsFileキーワード, ssh_config
ファイル, 331

usermod command,役割の割り当てに使
用, 179–180

usermodコマンド
audit_flagsキーワード, 595–599
audit_flags例外のためのキャレット (^)接頭
辞の使用, 597

監査事前選択に対するユーザー例外の指
定, 595–599
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usermodコマンド
システム全体の監査に対する例外, 566
説明, 220
ユーザーのRBACプロパティーの変更, 168

UseRshキーワード, ssh_configファイル, 331
user監査トークン, 677
Userキーワード, ssh_configファイル, 331
/usr/bin/ftpコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/kdestroyコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/kinitコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/klistコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/kpasswdコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/ktutilコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/kvnoコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/rcpコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/rloginコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/rshコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/scpコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/sftpコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/sshコマンド, Kerberosと, 543
/usr/bin/telnetコマンド, Kerberosと, 543
/usr/lib/inet/proftpdデーモン, Kerberosと, 544
/usr/lib/kpropコマンド,説明, 543
/usr/lib/krb5/kadmindデーモン, Kerberosと, 544
/usr/lib/krb5/kpropdデーモン, Kerberosと, 544
/usr/lib/krb5/krb5kdcデーモン, Kerberosと, 544
/usr/lib/krb5/ktkt_warndデーモン, Kerberos
と, 544

/usr/lib/libsasl.soライブラリ,概要, 339
/usr/lib/ssh/sshdデーモン, Kerberosと, 544
/usr/sbin/gkadminコマンド,説明, 543
/usr/sbin/gsscredコマンド,説明, 543
/usr/sbin/in.rlogindデーモン, Kerberosと, 544
/usr/sbin/in.rshdデーモン, Kerberosと, 544
/usr/sbin/in.telnetdデーモン, Kerberosと, 544
/usr/sbin/kadmin.localコマンド,説明, 543
/usr/sbin/kadminコマンド,説明, 543
/usr/sbin/kclientコマンド,説明, 544
/usr/sbin/kdb5_ldap_utilコマンド,説明, 544
/usr/sbin/kdb5_utilコマンド,説明, 544
/usr/sbin/kgcmgrコマンド,説明, 544
/usr/sbin/kproplogコマンド,説明, 544
-Uオプション, allocateコマンド, 90

V
v1プロトコル, Secure Shell, 300
v2プロトコル, Secure Shell, 300
/var/adm/auditlogファイル,テキスト監査レ
コード, 619

/var/adm/messagesファイル
監査のトラブルシューティング, 641
実行可能スタックのメッセージ, 123

/var/adm/sulogファイル,内容のモニタリング, 64
/var/krb5/.k5.REALMファイル,説明, 542
/var/krb5/kadmin.logファイル,説明, 542
/var/krb5/kdc.logファイル,説明, 542
/var/krb5/principal.kadm5.lockファイル,説
明, 542

/var/krb5/principal.kadm5ファイル,説明, 542
/var/krb5/principal.okファイル,説明, 542
/var/krb5/principal.ulogファイル,説明, 542
/var/krb5/principalファイル,説明, 542
/var/krb5/slave_datatrans_slaveファイル,説
明, 542

/var/krb5/slave_datatransファイル,説明, 542
/var/log/syslogファイル,監査のトラブル
シューティング, 641

/var/user/$USER/krb-warn.confファイル,説
明, 542

VerifyReverseMappingキーワード, ssh_config
ファイル, 331

ファイル vnode監査トークン, 669
vnode監査トークン,形式, 669
VSCAN Management権利プロファイル,承認の削
除, 185

-vオプション
digestコマンド, 241
macコマンド, 242
pprivコマンド, 206

W
warn.confファイル,説明, 542
wr監査イベント修飾子, 672
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X
X.509 v3証明書,生成, 278–279
X11DisplayOffsetキーワード, sshd_configファイ
ル, 331

X11Forwardingキーワード, sshd_configファイ
ル, 331

X11UseLocalHostキーワード, sshd_configファイ
ル, 331

X11転送
Secure Shellでの, 325
ssh_configファイルでの構成, 328

X11の転送, ssh_configファイルでの構成, 328
XAuthLocationキーワード, Secure Shellのポート転
送, 331

xauthコマンド, X11の転送, 331
xclient監査トークン, 677
XML形式,監査レコード, 635
Xウィンドウシステム,および SEAM
ツール, 486–487

-Xオプション
Kerberosコマンド, 534

-xオプション, Kerberosコマンド, 534
-Xオプション

sshコマンド, 315

Z
ZFS File System Management権利プロファイル,監
査ファイルシステムの作成, 607–610

ZFS Storage Management権利プロファイル,監査
ファイルのためのプールの作成, 607–610

ZFSファイルシステム,バイナリ監査ファイルのた
めの作成, 607–610

zone.max-locked-memory制限制御, 154
zonename監査トークン, 677
zonename監査ポリシー
使用, 579, 659
説明, 587

あ
アイデンティティーファイル (Secure Shell),命名規
則, 333

アカウントへのアクセス認可, 530–532
アクセス

KDCサーバーの制限, 459
rootアクセス

suコマンド試行のモニタリング, 44, 64–65
試行のコンソールへの表示, 65–66
制限, 50, 65–66

Secure RPC認証, 343
Secure Shellを使用したログイン認証, 315–316
アカウントへの認可, 530–532
アドレス空間, 44
サーバーへの

Kerberosによる, 551–554
制御リスト
「ACL」を参照

制限
システムハードウェア, 67–68
デバイス, 41–43, 75

セキュリティー
ACL, 49–50
NFSクライアントサーバー, 345–348
PATH変数の設定, 46
rootログインの追跡, 44
setuidプログラム, 47
UFS ACL, 122–123
システムの使用状況の制御, 43–48
システムの使用状況のモニタリング, 48
システムハードウェア, 67–68
周辺デバイス, 42
デバイス, 75
ネットワーク制御, 51–55
ファイアウォールの設定, 54
ファイルアクセスの制限, 46
物理的なセキュリティー, 35–36
問題の報告, 55
リモートシステム, 299
ログインアクセス制限, 36
ログイン制御, 36
ログイン認証, 315–316

ファイルの共有, 50
アクセス権

ACL, 49–50
setgidアクセス権
記号モード, 121
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アクセス権, setgidアクセス権 (続き)
絶対モード, 122, 130
説明, 118–119

setuidアクセス権
記号モード, 121
セキュリティーリスク, 118
絶対モード, 122, 130
説明, 118

setuidアクセス権を持つファイルの検出, 131
UFS ACL, 122–123
umaskの値, 119–120
スティッキービット, 119
ディレクトリのアクセス権, 117
デフォルト, 119–120
特殊なファイルアクセス権, 118–119, 119, 122
特定のサービスに対するアクセス権の取
得, 553–554

ファイルアクセス権
記号モード, 120, 121, 127–128, 128
絶対モード, 120, 128–129
特殊なアクセス権, 119, 122
変更, 128

ファイルアクセス権の変更
chmodコマンド, 116
記号モード, 120, 121, 127–128, 128
絶対モード, 120, 128–129

ファイルのアクセス権
説明, 117
変更, 120–122

ユーザークラス, 116
アクセス制御リスト
「ACL」を参照

アクセス制御リスト (ACL),「ACL」を参照
アクティブな監査ポリシー,一時的な監査ポリ
シー, 599–601

新しい機能,監査拡張機能, 575
圧縮,ディスク上の監査ファイル, 651
アドレス空間,ランダムなレイアウト, 44
アドレス空間のレイアウト,ロード時間のランダ
ム化, 44

アプリケーションサーバー,構成, 405–408
アプリケーションサーバーの構成, 405–408
アルゴリズム

ssh-keygenでのパスフレーズ保護, 302

アルゴリズム (続き)
暗号化フレームワークでの一覧表示, 248–252
暗号化フレームワークでの定義, 229
パスワード
構成, 61–62

パスワード暗号化, 38
パスワードの暗号化, 61–64
ファイルの暗号化, 244–247

アンインストール,暗号化プロバイダ, 257
暗号化

DESアルゴリズム, 344
encryptコマンド, 244–247
NISユーザーの非公開鍵, 350
policy.confファイルにパスワードアルゴリズ
ムを指定する, 38

Secure NFS, 344
アルゴリズムの指定 ssh_configファイル, 327
-xオプションを使用して, 534
アルゴリズム

Kerberosと, 378
対称鍵の生成

pktoolコマンドの使用, 236–240
タイプ

Kerberosと, 378, 554–556
パスワード, 61–64
パスワードアルゴリズム, 38
パスワードアルゴリズムの一覧, 38
パスワードアルゴリズムの指定
ローカルで, 61–64

ファイル, 49, 235–236, 244–247
プライバシサービス, 355
ホスト間の通信, 315
ホスト間のネットワークトラ
フィック, 299–301

モード
Kerberosと, 378

ユーザーレベルコマンドの使用, 232–233
暗号化サービス,「暗号化フレームワーク」を参
照

暗号化フレームワーク
cryptoadmコマンド, 231, 232
elfsignコマンド, 233
FIPS–140, 234
PKCS #11ライブラリ, 229
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暗号化フレームワーク (続き)
SPARC T4シリーズの最適化, 234
エラーメッセージ, 246
コンシューマ, 229
再起動, 263
説明, 227–229
ゾーン, 263
ゾーンと, 233–234
との対話, 231–233
ハードウェアプラグイン, 229
プロバイダ, 229
プロバイダの一覧表示, 248–252
プロバイダの接続, 233
プロバイダの登録, 233
プロバイダへの署名, 233
役割による管理, 180
ユーザーレベルコマンド, 232–233
用語の定義, 229
リフレッシュ, 263

暗号化メカニズム, SPARC T4シリーズ用の最適
化, 234

い
委託, RBAC承認, 215
一時的な監査ポリシー
アクティブな監査ポリシー, 599–601
設定, 600–601

一覧表示
RBACの権利, 164–166
暗号化フレームワークで使用可能なプロバイ
ダ, 248–252

暗号化フレームワークでのプロバイ
ダ, 248–252

暗号化フレームワークプロバイダ, 260–261
キーストアの内容, 269
初期ユーザーの権利, 164–166
すべてのRBACセキュリティー属性, 162–163
デバイスポリシー, 76
なることのできる役割, 167
ハードウェアプロバイダ, 260–261
パスワードを持たないユーザー, 60
引き受けることができる役割, 219

一覧表示権限, SEAMツールと, 515

イベント,説明, 565
イベント修飾子,監査レコード, 671
印刷,監査ログ, 634
インスタンス,主体名, 360–361
インストール,デフォルトでのセキュリティー強
化 (Secure By Default), 47

インターネット関連の監査トークン
ip addressトークン, 672
ip portトークン, 672
socketトークン, 675

インターネットファイアウォールの設定, 54

う
ウィンドウベリファイヤ, 346
ウイルス
サービス拒否攻撃, 47
トロイの木馬, 45

ウイルススキャン
エンジン, 69–70
構成, 71–74
説明, 70
ファイル, 69–70

ウイルス対策ソフトウェア,「ウイルスス
キャン」を参照

え
エージェントデーモン, Secure Shell, 315–316
永続的な監査ポリシー,構成された監査ポリ
シー, 599–601

エラー,割り当てエラー状態, 90
エラーメッセージ

encryptコマンド, 246
Kerberos, 461–478
kpasswdを使用して, 528

お
オーセンティケータ

Kerberosでの, 546, 552
オーディオデバイス,セキュリティー, 94
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オーバーフローの防止,監査トレール, 637–638
置き換え
事前選択された監査クラス, 594–595
スーパーユーザーと役割, 175–177

オブジェクト再利用の要件,デバイス, 93–95
オブジェクト再利用要件
デバイスクリーンスクリプト
新しいスクリプトの記述, 94–95

オンラインヘルプ
SEAMツール, 487–488
URL, 379

オンラインヘルプのURL, Kerberosグラフィカル
管理ツール, 379

か
カーネルプロバイダ,一覧表示, 248
開始
監査, 627–628
デバイス割り当て, 78

階層関係のレルム,構成, 403–404
階層的なレルム

Kerberos, 361, 371
鍵

Kerberosでの定義, 545
MACに対する使用, 243
NISユーザーのDH鍵の作成, 350–351
Secure Shellのための作成, 311–313
Secure Shellのための生成, 311–313
鍵のペアの生成

pktoolコマンドの使用, 274–278
サービス鍵, 516–522
セッション鍵

Kerberos認証と, 550–551
対称鍵の生成

pktoolコマンドの使用, 236–240
鍵管理フレームワーク (KMF),「KMF」を参照
鍵管理フレームワークの使用 (タスク
マップ), 268–269

書き込み権,記号モード, 121
鍵のペア
作成, 274–278
生成

pktoolコマンドの使用, 274–278

鍵配布センター,「KDC」を参照
角括弧 ([]), auditrecord出力, 666
拡張ポリシー,特権, 157
確認, setuidアクセス権を持つファイル, 131
格納
監査ファイル, 582–583, 607–610
パスフレーズ, 245
リモートからのファイルの監査, 583–585

カスタマイズ,目録, 103–104
環境変数
「変数」も参照
PATH, 45
Secure Shellと, 332
ssh-agentコマンドでの使用, 336
監査トークン, 670
監査レコード内にある, 585
監査レコードに存在, 667
プロキシサーバーとプロキシポートを
オーバーライドする, 321

監査
prauditコマンドのトラブルシューティン
グ, 635

sftpファイル転送, 652–653
監査
効率, 589

監査リモートサーバー (ARS), 571
キュー制御の取得, 601–602
キュー制御の設定, 601–602
計画, 577–585
現在のリリースでの変更, 575
権利プロファイル, 658–659
構成
すべてのゾーン, 591–606
すべてのゾーンで同様に, 621–623
ゾーンごとに, 623–624
大域ゾーン, 600

事後選択の定義, 564
事前選択の定義, 564
実行中かどうかの判定, 639–642
情報のリフレッシュ, 624–626
ゾーン, 574–575
ゾーンと, 659
ゾーン内の計画, 578–579
大域ゾーンでの構成, 578
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監査 (続き)
デバイスポリシーの変更, 76
デバイス割り当て, 82
デフォルト, 655–656
特定のファイルに対する変更の検索, 646–648
特権, 223
トラブルシューティング, 638–639
プラグインモジュール, 567–568
マニュアルページのサマリー, 657–658
無効化, 626–627
役割, 180–181
ユーザー固有の監査フラグの削除, 598
ユーザーによるすべてのコマンド, 644–646
ユーザーのグループへの監査フラグの追
加, 598–599

ユーザーのみ, 597–598
有効化, 627–628
リモートの定義, 564
ローカルの定義, 564
ログイン, 652

監査イベント
audit_eventファイル, 565
audit_eventファイルからの削除, 649–650
監査トレールから選択, 632–633
クラスへの割り当て, 567
クラスメンバーシップの変更, 605–606
サマリー, 562
説明, 565
ゾーン内の監査トレールから選択, 659
同期, 663–664
バイナリファイルからの表示, 633–636
非同期, 663–664

監査イベントからクラスへのマッピング,変
更, 605–606

監査キュー,含まれるイベント, 567
監査キュー制御
取得, 601–602
デフォルトの表示, 592–594

監査クラス
イベントの割り当て, 567
置き換え, 594–595
概要, 566–567
構成, 660–661
構文, 660

監査クラス (続き)
事後選択, 564
システム全体の設定に対する例外, 566
事前選択, 564
公開オブジェクトへの影響, 564
失敗, 597, 619
失敗に対して, 620
成功, 597, 619
成功と失敗, 594–595
成功に対して, 620

接頭辞, 660–661
説明, 562, 565
追加, 603–605
デフォルトの表示, 592–594
デフォルトの変更, 603–605
プロセス事前選択マスク, 664
ユーザー例外, 595–599

監査クラスの接頭辞, 660–661
監査サービス
「監査」も参照
カーネルのリフレッシュ, 624
監査トレールの作成, 665
キュー制御の構成, 601–602
デフォルト, 655–656
トラブルシューティング, 639–642
ポリシー, 585
ポリシーの構成, 599–601
無効化, 626–627
有効化, 627–628

監査事前選択マスク
既存のユーザーに関する変更, 648–649
個々のユーザーのための変更, 595–599

監査セッション ID, 665
概要, 561–562

監査ディレクトリ,ファイルシステムの作
成, 607–610

監査での事後選択, 564
監査での事前選択, 564
監査トークン
「個々の監査トークン名」も参照
xclientトークン, 677
一覧, 667
監査ポリシーで追加, 662
監査レコードの書式, 665
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監査トークン (続き)
形式, 667
説明, 563, 567

監査特性
監査ユーザー ID, 664
セッション ID, 665
端末 ID, 665
プロセス, 664–665
ユーザーのプロセス事前選択マスク, 664

監査トレール
イベントの選択, 632–633
イベントの表示, 633–636
オーバーフローの防止, 637–638
概要, 574
監査ポリシーの効果, 585
異なるゾーンからのイベントを表示, 659
サイズの削減, 642–644, 651
作成
サマリーファイル, 633

終了されないファイルの整理, 636–637
説明, 563
ディスク容量の追加, 610–613
非公開オブジェクト, 564
分析コスト, 588
リアルタイムでモニタリング, 589
リモートリポジトリへのファイルの送
信, 613–615, 615–618

監査ファイル
1つのファイルへのメッセージのコピー, 633
prauditでの読み取り, 633–636
ZFSファイルシステム, 607–610, 651
印刷, 634
管理, 637–638
協定世界時 (UTC)の効果, 630
結合, 630–632
サイズの制限, 650
削減, 630–632
サマリーファイルの作成, 633
ストレージ領域要件の軽減, 589
タイムスタンプ, 665
ディスク上の圧縮, 651
ディスク容量の確保, 607–610
領域要件の軽減, 588–589

監査ファイルシステム,説明, 562

監査ファイルの結合
auditreduceコマンド, 630–632
異なるゾーンの, 659

監査ファイルのサイズ
削減, 630–632
ストレージ領域要件の軽減, 589

監査フラグ,サマリー, 562
監査プラグイン

audit_binfileプラグイン, 601–602, 610–613
audit_remoteプラグイン, 613–615, 615–618
audit_syslogプラグイン, 618–621
qsize属性, 601–602
サマリー, 657–658, 661, 662
説明, 563

監査ポリシー
ahltの設定, 600
argeの設定, 646
argvの設定, 645
設定perzone, 601
public, 587
監査トークン, 662
設定, 599–601
説明, 563
大域ゾーンでの設定, 574–575, 659
追加されたトークン, 662
デフォルト, 585–587
デフォルトの表示, 592–594
トークンに影響しない, 662
働き, 585–587

監査ユーザー ID
概要, 561–562
メカニズム, 664

監査リモートサーバー (ARS),管理, 571
監査レコード

1つのファイルへのコピー, 633
/var/adm/auditlogファイル, 619
XML形式で表示, 635
一連のトークン, 665
イベント修飾子, 671
概要, 567
監査クラスの書式の表示, 630
監査ファイルの削減, 630–632
書式, 665
書式例, 629
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監査レコード (続き)
生成されるイベント, 572
説明, 563
定義の表示
手順, 629–630

表示, 633–636
プログラムの書式の表示, 629
マージ, 630–632
ユーザーが読める書式に変換する, 635

監査レコードの書式, auditrecordコマンド, 629
監査ログ
「監査ファイル」も参照
構成, 606–621
サマリーテキスト監査ログの構成, 618–621
バイナリ形式と概要テキストの比較, 568
モード, 568

管理
「管理」も参照
Kerberos
キータブ, 516–522
主体, 490–503
ポリシー, 503–512

Kerberosを使用したパスワード, 527–532
KMFでのキーストア, 267
NFSクライアントサーバーファイルセキュリ
ティー, 345–348

RBACのタスクマップ, 192–193
RBACプロパティー, 181–183, 186–187
Secure RPCのタスクマップ, 348–349
Secure Shell
概要, 323–325
クライアント, 326
サーバー, 326
タスクマップ, 304–305

Secure Shellでのリモートログイン, 311–313
Secure Shellを使用した ZFSのリモートで
の, 317–318

暗号化フレームワークおよび FIPS–140, 234
暗号化フレームワークコマンド, 232
暗号化フレームワークとゾーン, 233–234
暗号化フレームワークのタスクマップ, 247
監査

audit -sコマンド, 624–626, 627–628
audit -tコマンド, 626–627

管理,監査 (続き)
audit_remoteプラグイン, 613–615, 615–618
audit_syslogプラグイン, 618–621
auditconfigコマンド, 592, 594–595
auditreduceコマンド, 630–632
prauditコマンド, 633–636
監査イベント, 565
監査クラス, 566–567
監査トレールのオーバーフローの防
止, 637–638

監査ファイル, 633–636
監査レコード, 567
キュー制御, 601–602
構成, 592
コストの制御, 587
説明, 574
ゾーン, 621–624
ゾーンでの, 574–575, 659
必要な権利プロファイル, 658–659
プラグイン, 613–615, 615–618
ポリシー, 599–601
無効化, 626–627
有効化, 627–628
リフレッシュ, 624–626
領域要件の軽減, 588–589

監査トレールのオーバーフロー, 637–638
監査ファイル, 637–638
監査レコードタスクマップ, 628–629
権利プロファイル, 181–183
ユーザー, 196, 198–199

承認, 186–187
スーパーユーザーを置き換える役割, 175–177
セキュリティープロパティー
権利プロファイル, 181–183, 183–186
承認, 186–187
役割, 193–194, 194–195, 195–196, 198–199
ユーザー, 168–170
レガシーアプリケーション, 187–188

ゾーンでの監査, 574–575, 659
ゾーン内の監査, 578–579
デバイス, 77–78
デバイスポリシー, 75–76
デバイス割り当て, 77–78
デバイス割り当てのタスクマップ, 77–78
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管理 (続き)
特権, 201
特権のタスクマップ, 201
特権を使用しない管理, 153
パスワードアルゴリズム, 61–64
ファイルアクセス権, 124–133
メタスロット, 232
役割のパスワード, 193–194
役割を引き受けるためのユーザーのパス
ワード, 195–196, 198–199

管理者,権限の制限, 197–198

き
キーサーバー
起動, 349
説明, 345

キーストア
KMFでのパスワードによる保護, 273–274
KMFによる管理, 266
KMFによるサポート, 266, 267
暗号化フレームワークでの定義, 230
証明書のインポート, 270–271
証明書のエクスポート, 272–273
内容の一覧表示, 269

キータブファイル
delete_entryコマンドを使用してホストの
サービスを無効にする, 522

ktremoveコマンドを使用して主体を削除, 519
ktutilコマンドで管理, 517
ktutilコマンドを使用して内容を表示, 519,

520–521
listコマンドを使用してキー一覧
バッファーを表示, 520, 522

read_ktコマンドを使用してキータブ
バッファーに読み込む, 520, 521

管理, 516–522
サービス主体の削除, 519–520
サービス主体の追加, 517, 518–519
マスターKDCのホスト主体の追加, 389, 396

キーワード
「固有のキーワード」も参照
BARTでの属性, 102
Secure Shell, 326–332

キーワード (続き)
Secure Shellでのコマンド行のオーバーライ
ド, 336

記号モード
説明, 120
ファイルアクセス権の変更, 121, 127–128, 128

擬似端末, Secure Shellでの使用, 325
規則ファイル (BART), 99
規則ファイル属性,「キーワード」を参照
規則ファイルの記述言語,「引用構文」を参照
規則ファイルの書式 (BART), 111–112
起動

KDCデーモン, 402, 450
Secure RPCキーサーバー, 349

基本監査報告機能,「BART」を参照
基本特権セット, 155
機密性,可用性, 535
キャッシュ,資格, 551
強制的なクリーンアップ, st_cleanスクリプ
ト, 95

共通鍵
DH認証と, 344–348
計算, 347

協定世界時 (UTC)
監査でのタイムスタンプの使用, 630, 665

許可された特権セット, 155

く
クライアント

AUTH_DHクライアント
サーバーセッション, 345–348

Kerberosクライアントの構成, 415–433
Kerberosでの定義, 545
Secure Shellに対する構成, 324, 326

クライアント名, Kerberosでの計画, 372
クラス,「監査クラス」を参照
グループ

Secure Shellデフォルトの例外, 308–309
ファイルの所有権の変更, 127

クローニング,権利プロファイルの内容, 183–186
クロックスキュー

Kerberosと, 434–435
Kerberosの計画と, 375
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クロック同期, KerberosマスターKDCと, 396
クロックの同期, Kerberosの計画と, 375
クロックの同期化

KerberosスレーブKDCと, 402
Kerberosスレーブサーバーと, 450
KerberosマスターKDCと, 389
概要, 434–435
スレーブKDC, 402, 450
マスターKDC, 389, 396

け
ゲートウェイ,「ファイアウォールシステム」を
参照

計画
Kerberos
クライアントとサービス主体の名前, 372
クロックの同期, 375
構成の決定, 369–379
スレーブKDC, 373
データベースの伝播, 375
ポート, 372
レルム, 370–371
レルムの階層, 371
レルムの数, 370–371
レルム名, 370

PAM, 286
RBAC, 175–177
監査, 577–585
ゾーン内の監査, 578–579

軽減,監査ファイルの記憶領域要件, 589
計算

DH鍵, 350
秘密鍵, 236–240
ファイルのMAC, 241–244
ファイルのダイジェスト, 240–241

継承可能な特権セット, 155
権限

SEAMツールへの影響, 515
管理者を明示的に割り当てられた権限に制
限, 197–198

検索順序
セキュリティー属性, 213
ユーザーのセキュリティー属性, 214

権利,「権利プロファイル」を参照
権利プロファイル

All, 212
Basic Solaris User, 212
Console User, 212, 214
Device Management, 88–89
Device Security, 78, 88–89
Network IPsec Management, 184–185
Operator, 212
Printer Management, 212
solaris.admin.edit承認の追加, 184–185
Stop, 212, 214
Sun Rayユーザーのための作成, 182
System Administrator, 212
System Administratorプロファイルの使用, 67
VSCAN Management, 185
主な権利プロファイルの説明, 211
監査サービス, 658–659
基本特権の制限, 182
検索順序, 213
コマンドへの特権の追加, 183
承認の削除, 185
信頼されるユーザーへの割り当て, 140
信頼できるユーザーへの割り当て, 177
制限セットからの特権の削除, 183
説明, 141, 147
データベース
「prof_attrデータベースおよび exec_attr

データベース」を参照
特権エスカレーションの防止, 140, 177
トラブルシューティング, 189–192
内容のクローニング, 183–186
内容の表示, 213
内容の変更, 181–183
標準的な内容, 211
変更, 181–183, 183–186
ユーザーのパスワードによる認証, 196,

198–199

こ
公開オブジェクト,監査, 564
公開鍵

DH認証と, 344–348
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公開鍵 (続き)
Secure Shellアイデンティティーファイル, 333
公開鍵と非公開鍵のペアの生成, 311–313
パスフレーズの変更, 313–314

公開鍵暗号化
AUTH_DHクライアント
サーバーセッション, 345–348

NFSの公開鍵と秘密鍵の変更, 345
NFSの秘密鍵, 345
Secure RPCのための公開鍵のデータ
ベース, 345

鍵の生成
Diffie-Hellmanの使用, 345
Secure NFSのための対話鍵, 346

共通鍵
計算, 347

公開鍵技術,「PKI」を参照
公開鍵認証, Secure Shell, 300
公開ディレクトリ
監査, 564
スティッキービット, 119

更新可能チケット,定義, 548
構成

ahlt監査ポリシー, 600
audit_classファイル, 603–605
audit_eventファイル, 605–606
audit_warnスクリプト, 602–603
Kerberos

LDAPを使用したマスターKDC
サーバー, 390–396

NFSサーバー, 409–410
概要, 381–460
管理主体の追加, 394
クライアント, 415–433
スレーブKDCサーバー, 396–397, 397–398,

398–402
タスクマップ, 381–382
マスターKDCサーバー, 384, 385, 386–389
レルム間認証, 403–405

NISでのDH鍵, 349–350
NISユーザーのDH鍵, 350–351
perzone監査ポリシー, 601
RBAC, 174–192
RBACのタスクマップ, 174–175

構成 (続き)
root役割をユーザーとして, 199–201
Secure Shell
クライアント, 326
サーバー, 326

Secure Shellシステムデフォルトの例
外, 308–309

Secure Shellタスクマップ, 304–305
Secure Shellのポート転送, 307–308
Secure Shellのホストに基づく認証, 305–307
sftpのための chrootディレクトリ, 309–310
アクティブな監査ポリシー, 600–601
一時的な監査ポリシー, 599–601
永続的な監査ポリシー, 599–601
監査, 591–606
監査キュー制御, 601–602
監査クラス, 594–595
監査サービスのポリシー, 599–601
監査タスクマップ, 592
監査トレールのオーバーフローの防
止, 637–638

監査トレールのための領域, 610–613
監査ポリシー, 599–601
監査レコードのサマリーテキスト, 618–621
監査ログのタスクマップ, 606–607
権利プロファイル, 181–183
承認, 186–187
ゾーンごとの監査, 623–624
ゾーンでの監査, 574–575, 659
デバイスポリシー, 75–76
デバイス割り当て, 77–78
特権ユーザー, 169–170
ハードウェアアクセスのパスワード, 67–68
ハードウェアセキュリティー, 67–68
非大域ゾーンでの同一の監査, 621–623
役割, 177–179, 194–195

構成された監査ポリシー,永続的な監査ポリ
シー, 599–601

構成の決定
Kerberos

KDCサーバー, 377
暗号化タイプ, 378
クライアント, 375–376
クライアントとサービス主体の名前, 372
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構成の決定, Kerberos (続き)
クロックの同期, 375
スレーブKDC, 373
データベースの伝播, 375
ポート, 372
ホスト名のレルムへのマッピング, 371
レルム, 370–371
レルムの階層, 371
レルムの数, 370–371
レルム名, 370

監査
監査担当者と監査対象, 579–582
ゾーン, 578–579
ファイルストレージ, 582–583
ポリシー, 585–587
リモートファイルストレージ, 583–585

パスワードアルゴリズム, 38
構成ファイル

device_mapsファイル, 90
PAM
構文, 291

policy.confファイル, 38, 61–62, 219
Secure Shell, 324
syslog.confファイル, 223
監査, 657–658
特権情報が含まれる, 222–223
パスワードアルゴリズムの, 38

効率,監査と, 589
コストの制御,監査と, 587
コピー, Secure Shellを使用したファイルの, 320
コマンド
「個々のコマンド」も参照
Kerberos, 543–544
RBAC管理コマンド, 219–220
Secure RPCコマンド, 345
Secure Shellコマンド, 335–337
暗号化フレームワークコマンド, 232
デバイスポリシーコマンド, 87
デバイス割り当てコマンド, 89
特権の管理, 221
特権を確認するコマンド, 146
特権を割り当てる, 157
ファイル保護コマンド, 115
ユーザーの特権付きコマンドの判定, 204–206

コマンド (続き)
ユーザーレベルの暗号化コマンド, 232–233

コマンドの実行, Secure Shell, 325
コンシューマ,暗号化フレームワークでの定
義, 230

コンソール, suコマンドの試行の表示, 65–66
コンテキストヘルプ, SEAMツール, 487
コンピュータセキュリティー,「システムセ
キュリティー」を参照

コンポーネント
BART, 98–99
RBAC, 141–143
デバイス割り当てメカニズム, 88

さ
サーバー

AUTH_DHクライアント
サーバーセッション, 345–348

Kerberosでの定義, 545
Kerberosによるアクセス, 551–554
Secure Shellに対する構成, 326
資格の取得, 552–553
レルムと, 362

サービス
Kerberosでの定義, 545
特定のサービスに対するアクセス権の取
得, 553–554

ホスト上で無効にする, 521–522
サービス鍵

Kerberosでの定義, 545
キータブファイルと, 516–522

サービス管理機能,暗号化フレームワークのリフ
レッシュ, 253

サービス管理機能 (SMF),「SMF」を参照
サービス主体
キータブファイルから削除, 519–520
キータブファイルに追加, 517, 518–519
説明, 361
名前の計画, 372

再起動
sshdデーモン, 308
sshサービス, 308
暗号化サービス, 263
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再実行されるトランザクション, 347
最小特権,最小特権の原則, 152
最小特権の原則, 152
削減
監査ファイル, 630–632
監査ファイルに必要なディスク容量, 651

削除
audit_eventファイルからの監査イベン
ト, 649–650

KMFからのプラグイン, 279–280
ktremoveコマンドを使用して主体を削除, 519
not_terminated監査ファイル, 636–637
暗号化プロバイダ, 257
監査ファイル, 630
キータブファイルからサービス主体を削
除, 519–520

基本セットからの特権, 182
権利プロファイル内の制限セットからの特
権, 183

主体 (Kerberos), 499–500
制限セットからの特権, 170
ソフトウェアプロバイダ
一時的に, 258
永続的に, 259, 260

保管された監査ファイル, 637
ホストのサービス, 522
ポリシー (Kerberos), 511–512
ユーザー固有の監査, 598

作成
kinitを使ってチケットを作成, 524–525
rootユーザー, 199–201
Secure Shell鍵, 311–313
stashファイル, 401, 450
新しい主体 (Kerberos), 495–497
新しいデバイスクリーンスクリプト, 94–95
新しいポリシー (Kerberos), 495, 508–509
鍵のペア, 274–278
監査トレール, 665
権利プロファイル, 181–183
資格テーブル, 411
承認, 186–187
特権ユーザー, 169–170
バイナリ監査ファイルのための記憶領
域, 607–610

作成 (続き)
秘密鍵
暗号化, 236–240

ファイルのダイジェスト, 240–241
役割, 177–179
ユーザーのグループに対する権利プロファイ
ル, 598–599

し
シェル,特権付きアプリケーション, 148–149
シェルコマンド,親シェルプロセス番号の引き渡
し, 206

シェルスクリプト,特権付きの作成, 210
シェルプロセス,特権の一覧表示, 206–207
資格

TGSに対する資格の取得, 551–552
キャッシュ, 551
説明, 346, 546
またはチケット, 357
マッピング, 374

資格テーブル, 1つのエントリを追加, 411–412
システム
ファイル整合性の追跡, 97–113
リスクのあるプログラムからの保護, 131

システムコール
argument監査トークン, 669
exec_args監査トークン, 670
exec_env監査トークン, 670
return監査トークン, 674–675
オーディオデバイスをクリーンアップするため
の ioctl, 94

システムセキュリティー
rootアクセスの制限, 50, 65–66
リモート rootアクセスの制限, 65–66
suコマンドのモニタリング, 44, 64–65
UFS ACL, 122–123
アクセス, 35–55
概要, 35–55
制限付きシェル, 46
タスクマップ, 131
特殊なアカウント, 40
特権, 150–159
ハードウェアの保護, 35–36, 67–68
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システムセキュリティー (続き)
パスワード, 37
パスワード暗号化, 38
表示
パスワードを持たないユーザー, 60
ユーザーのログインステータス, 59

ファイアウォールシステム, 54
変更

rootパスワード, 58
マシンアクセス, 35–36
役割に基づくアクセス制御 (RBAC), 45, 137–141
リスクのあるプログラムからの保護, 131
ログアクセス制限, 36
ログインアクセス制限, 36

システムハードウェア,に対するアクセスの制
御, 67–68

システムプロパティー,システムプロパティーに
関連する特権, 152

システム変数
「変数」も参照
CRYPT_DEFAULT, 61
KEYBOARD_ABORT, 68
noexec_user_stack, 132–133
noexec_user_stack_log, 133
rstchown, 126

事前選択,監査クラス, 594–595
事前選択マスク (監査),説明, 664
実行可能スタック

32ビットプロセスからの保護, 123
保護, 132–133
メッセージのログ記録, 124
メッセージのログ記録を無効にする, 133

実行権,記号モード, 121
失敗,監査クラス接頭辞, 660–661
自動的な構成

Kerberos
スレーブKDCサーバー, 396–397
マスターKDCサーバー, 384

自動ログイン
無効にする, 534
有効にする, 533

主体
clntconfigの作成, 389, 396
hostの作成, 388, 395

主体 (続き)
Kerberos, 360–361
SEAMツールのパネル, 512–515
一覧の表示, 491–493
管理, 485–522
管理のタスクマップ, 490–491
管理の追加, 394
キータブからサービス主体を削除す
る, 519–520

キータブファイルから削除, 519
キータブへのサービス主体の追加, 517
サービス主体, 361
サービス主体をキータブに追加, 518–519
削除, 499–500
作成, 495–497
作成の自動化, 491
主体の部分リストの表示, 492
主体名, 360–361
属性の表示, 493–495
デフォルトの設定, 500–501
複製, 498
変更, 498–499
ユーザー IDの比較, 411
ユーザー主体, 361

主体の作成の自動化, 491
手動での構成

Kerberos
LDAPを使用したマスターKDC
サーバー, 390–396

スレーブKDCサーバー, 398–402
マスターKDCサーバー, 386–389

取得
kinitを使ってチケットを取得, 524–525
TGSに対する資格, 551–552
サーバーに対する資格, 552–553
転送可能チケット, 524
特定のサービスへのアクセス権, 553–554
特権, 156, 157, 170, 195
特権付きコマンド, 194–195
プロセスで特権を, 206–207

承認
Kerberosと, 355
権利プロファイルからの削除, 185
権利プロファイルへの追加, 186–187
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承認 (続き)
タイプ, 52–53
デバイス割り当て, 88–89
トラブルシューティング, 189–192

承認 (RBAC)
solaris.device.allocate, 79, 89
solaris.device.revoke, 90
委託, 215
承認を必要とするコマンド, 220–221
説明, 141, 214–215
粒度, 215
データベース, 215–219
定義, 144–145
デバイス割り当てに要求しない, 81
デバイス割り当ての, 79, 89–90
特権付きアプリケーションでの確認, 147
命名規則, 215
ワイルドカードの確認, 188

証明書
PKCS #10 CSRへの署名

pktoolコマンドの使用, 278–279
pktool gencertコマンドによる生成, 269–270
キーストアへのインポート, 270–271
別のシステムで使用するためのエクス
ポート, 272–273

証明書署名リクエスト (CSR),「証明書」を参照
初期チケット,定義, 547
署名

PKCS #10 CSR, 278–279
pktoolコマンドの使用, 278–279

処理時間のコスト,監査サービスの, 588
使用

allocateコマンド, 83–84
BART, 100
cryptoadmコマンド, 247
deallocateコマンド, 86
pktoolコマンド, 236–240, 274–278
pprivコマンド, 206
RBACデフォルト, 162–173
rolemodコマンド, 195
Secure Shellタスクマップ, 311
ssh-addコマンド, 315–316
ssh-agentデーモン, 315–316
usermodコマンド, 170

使用 (続き)
新しいパスワードアルゴリズム, 62
デバイス割り当て, 83–84
デフォルトのRBAC構成のタスクマップ, 162
特権のタスクマップ, 201
ファイルアクセス権, 124–133

使用方法
digestコマンド, 240–241
encryptコマンド, 244–247
macコマンド, 241–244
RBACのタスクマップ, 161–162
trussコマンド, 207
umountコマンド, 86

新機能
SASL, 339
Secure Shellと FIPS-140, 303–304
Secure Shellの拡張機能, 302–303

シングルサインオンシステム, 532–539
Kerberosと, 355

シンボリックリンク,ファイルアクセス権, 117
信頼されるホスト, 54

す
スーパーユーザー
「root役割」も参照
RBACでの削除, 148
RBACモデルとの比較, 137–141
役割として rootになる際のトラブル
シューティング, 201

特権モデルとの相違, 153
特権モデルとの比較, 150–159

スクリプト
audit_warnスクリプト, 602–603, 657
praudit出力の処理, 635
RBAC承認の確認, 188
監査ファイルのモニタリングの例, 589
セキュリティー保護, 188
デバイスクリーンスクリプト
「デバイスクリーンスクリプト」も参照

デバイスのクリーンアップ, 93–95
特権による実行, 158
特権の使用, 209–210
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スティッキービットアクセス権
記号モード, 121
説明, 119

スティッキービットのアクセス権
絶対モード, 122, 130

ストレージコスト,と監査, 588–589
ストレージのオーバーフロー防止,監査ト
レール, 637–638

スレーブKDC
計画, 373
構成, 398–402
自動的な構成, 396–397
対話的な構成, 397–398
定義, 545
マスターKDCと, 362
マスターKDCと入れ替え, 435–440
またはマスター, 383

スロット,暗号化フレームワークでの定義, 231

せ
制御,システムの使用状況, 43–48
制御フラグ, PAM, 294
制御目録 (BART), 97
制限

rootアクセス, 64–66
リモート rootアクセス, 65–66
監査ファイルのサイズ, 650
権利プロファイル内の特権の使用, 182
割り当てられた権利プロファイル内の
ユーザー権限, 182

制限制御, zone.max-locked-memory, 154
制限特権セット, 155
成功,監査クラス接頭辞, 660–661
整合性

Kerberosと, 355
セキュリティーサービス, 363

生成
NFSの秘密鍵, 345
pktoolコマンドによる証明書, 269–270
pktoolコマンドによるパスフレーズ, 273–274
Secure Shell鍵, 311–313
Secure Shell用の鍵, 311–313
X.509 v3証明書, 278–279

生成 (続き)
鍵のペア

pktoolコマンドの使用, 274–278
対称鍵

pktoolコマンドの使用, 236–240
乱数

pktoolコマンドの使用, 236–240
整理,バイナリ監査ファイル, 636–637
セキュアな接続
ファイアウォールを越えて, 321
ログイン, 314–315

セキュリティー
BART, 97–113
DH認証, 345–348
netservices limitedインストールオプ
ション, 47

NFSクライアントサーバー, 345–348
PROMの保護, 67–68
Secure Shell, 299–322
暗号化フレームワーク, 227–234
インストールオプション, 47
鍵管理フレームワーク, 265–280
監査, 561–575
監査と, 571–572
サービス拒否攻撃に対する保護, 47
システム, 35–55
システムハードウェア, 67–68
セキュアでないネットワークで, 321
デバイス, 41–43
デバイスの保護, 93–95
デバイス割り当て, 75–95
デフォルトでのセキュリティー強化 (Secure By

Default), 47
トロイの木馬からの保護, 45
ハードウェアの保護, 67–68
パスワード暗号化, 38
ファイルのMACの計算, 241–244
ファイルの暗号化, 244–247
ファイルのダイジェストの計算, 240–241
ポリシーの概要, 31–32
リモートログインの防止, 65–66

セキュリティーサービス, Kerberosと, 363
セキュリティー属性

Network Security権利プロファイル, 143
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セキュリティー属性 (続き)
検索順序, 213
コマンドで必要となる特殊な ID, 146
コマンドで必要となる特権, 146
すべてのRBACの一覧表示, 162–163
説明, 141
直接割り当てる場合の考慮事項, 149–150
直接割り当てる場合の操作性に関する注意事
項, 150

の確認, 146
割り当て済みのデバイスをマウントするために
使用, 79

セキュリティー保護,スクリプト, 188
セキュリティーポリシー,デフォルト (RBAC), 216
セキュリティーメカニズム, -mオプションを使用
して指定する, 534

セキュリティーモード,複数のセキュリ
ティーモードで環境を設定する, 413–415

セッション ID,監査, 665
セッション鍵

Kerberosでの定義, 545
Kerberos認証と, 550–551

絶対モード
説明, 120
特殊なアクセス権の設定, 122
特殊なファイルアクセス権の変更, 129–130
ファイルアクセス権の変更, 120, 128–129

設定
argeポリシー, 646
argvポリシー, 645
監査キュー制御, 601–602
監査ポリシー, 599–601
主体のデフォルト (Kerberos), 500–501

選択
監査クラス, 594–595
監査トレールからのイベント, 632–633
監査レコード, 632–633
パスワード, 527–528

そ
ゾーン

perzone監査ポリシー, 574–575, 579, 659
zonename監査ポリシー, 579, 659

ゾーン (続き)
暗号化サービス, 263
暗号化フレームワーク, 233–234
監査, 574–575
監査と, 659
監査の計画, 578–579
大域ゾーンでの監査の構成, 600
デバイスと, 42

属性, BARTでのキーワード, 102

た
ダイジェスト
ファイルに対する計算, 240–241
ファイルの, 240–241, 241

タイムスタンプ,監査ファイル, 665
対話鍵

Secure RPCでの生成, 346
Secure RPCでの復号化, 347

対話的な構成
Kerberos
スレーブKDCサーバー, 397–398
マスターKDCサーバー, 385

タスクマップ
BARTの使用方法のタスクマップ, 100–101
Kerberos NFSサーバーの構成, 408
Kerberos管理, 382
Kerberos構成, 381–382
PAM, 285
RBACの管理, 192–193
RBACの構成, 174–175
RBACの使用, 161–162
Secure RPCの管理, 348–349
Secure Shellの構成, 304–305
Secure Shellの使用, 311
UNIXアクセス権によるファイルの保護, 124
暗号化フレームワークの管理, 247–248
暗号化メカニズムによるファイルの保
護, 235–236

鍵管理フレームワークの使用 (タスク
マップ), 268–269

監査の計画, 577–585
監査の構成, 592
監査のトラブルシューティング, 638–639
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タスクマップ (続き)
監査レコードの管理, 628–629
監査ログの構成, 606–607
主体の管理 (Kerberos), 490–491
セキュリティーリスクのあるプログラムからの
保護, 131

デバイスポリシー, 75–76
デバイスポリシーの管理, 75–76
デバイスポリシーの構成, 75–76
デバイス割り当て, 77–78
デバイス割り当ての管理, 77–78
デフォルトのRBAC構成の使用, 162
特権,一覧表示,管理,および使用, 201
ポリシーの管理 (Kerberos), 503–504
ログインとパスワードの保護, 57–58

端末 ID,監査, 665

ち
遅延チケット
説明, 357
定義, 547

チケット
-Fオプションまたは -fオプション, 534
Kerberosでの定義, 546
kinitを使って作成, 524–525
klistコマンド, 525–526
-kオプション, 534
期限切れの警告, 426
更新可能, 548
最長有効期限値, 549
作成, 523–524
取得, 523–524
種類, 546–550
初期, 547
遅延, 357
遅延可能, 547
定義, 356
転送可能, 357, 524, 535–536, 546
特定のレルム用に要求する, 534
破棄, 526–527
表示, 525–526
ファイル
「資格キャッシュ」を参照

チケット (続き)
プロキシ, 547
プロキシ可能, 547
または資格, 357
無効, 547
有効期限, 548–549

チケット認可サービス,「TGS」を参照
チケット認可チケット,「TGT」を参照
チケットの種類, 546–550
チケットの有効期限, Kerberosの, 548–549
チケットの有効期限切れの警告, 426
チケットファイル,「資格キャッシュ」を参照
直接接続のレルム, 404–405

つ
追加

cryptomgt役割, 180
PAMモジュール, 287–288
RBACプロパティー
レガシーアプリケーションへの追
加, 187–188

新しい権利プロファイル, 181–183
新しい承認, 186–187
一時的な監査ポリシー, 600–601
監査
個々のユーザー, 595–599, 643
ゾーン, 577–585
役割, 180–181

監査クラス, 603–605
監査ファイルシステム, 607–610
監査ポリシー, 599–601
管理主体 (Kerberos), 394
既存の権利プロファイルからの新しい権利プロ
ファイル, 183–186

サービス主体をキータブファイルに追加
(Kerberos), 518–519

システムハードウェアへのセキュリ
ティーの, 67–68

承認
コマンド, 186–187

セキュリティー関連の役割, 180
セキュリティー属性
役割, 194–195
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追加,セキュリティー属性 (続き)
ユーザー, 168–170
レガシーアプリケーションへの追
加, 187–188

ソフトウェアプロバイダ, 252–254
デバイスへのセキュリティー, 77–82
特権
権利プロファイル内のコマンド, 183
役割に直接, 195
ユーザーに直接, 170

特権ユーザー, 169–170
ハードウェアプロバイダのメカニズムと機
能, 262

プラグイン
KMF, 279–280
暗号化フレームワーク, 252–254
監査, 613–615, 615–618, 618–621

マウントされたファイルシステムに対するDH
認証, 348

役割, 177–179
ユーザーレベルソフトウェアプロバイ
ダ, 253–254

ライブラリのプラグイン, 253–254
割り当て可能なデバイス, 78

て
データ暗号化規格,「DES暗号化」を参照
データの転送, Secure Shell, 325
データベース

auth_attr, 217
Secure RPCのための cred, 345
exec_attr, 218
KDCの作成, 387
KDCのバックアップと伝播, 440–441
NFSの秘密鍵, 345
prof_attr, 217–218
Secure RPCのための publickey, 345
RBAC, 215–219
user_attr, 216–217

テーブル, gsscred, 556
デーモン

kcfd, 232
Kerberosの表, 544

デーモン (続き)
keyserv, 349
nscd (ネームサービスキャッシュデーモ
ン), 219

ssh-agent, 315–316
sshd, 323–325
特権を使用して実行, 153

ディスク容量,バイナリ監査ファイル, 607–610
ディスク容量の要件,監査ファイル, 588–589
ディレクトリ
「ファイル」も参照
アクセス権
説明, 117
デフォルト, 119–120

公開ディレクトリ, 119
ファイルと関連情報の表示, 116
ファイルとその関連情報の表示, 125–126

適用範囲 (RBAC),説明, 149
手順, Secure Shellのユーザーセッション, 325
テスト目録, BART, 99
デバイス

IP MIB-II情報の取得, 77
一部の使用を禁止する, 82
一覧表示, 76
カーネルでの保護, 42
管理, 75–76
強制的な割り当て, 80
強制的な割り当て解除, 80–81
使用に承認を要求しない, 81
使用のための割り当て, 77–82
スーパーユーザーモデルと, 159
すべての使用を禁止する, 82
セキュリティー, 41–43
ゾーンと, 42
デバイスの割り当て解除, 86
デバイスポリシーの表示, 76
デバイス名の一覧表示, 80
デバイス割り当て
「デバイス割り当て」を参照

デバイス割り当てによる保護, 42
特権モデルと, 159
ポリシーコマンド, 87
ポリシー変更の監査, 76
ユーザーによる割り当てを承認する, 79
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デバイス (続き)
ログインアクセス制御, 41
割り当て可能にする, 78
割り当て可能の変更, 81–82
割り当て情報の表示, 79–80
割り当て済みデバイスのマウント, 84–85
割り当て済みデバイスのマウント解除, 86
割り当ての監査, 82
割り当ての管理, 77–78

デバイス管理,「デバイスポリシー」を参照
デバイスクリーンスクリプト
新しいスクリプトの記述, 94–95
オブジェクト再利用, 93–95
オプション, 94
説明, 93–95
メディア, 93

デバイスの割り当て
強制的, 80
トラブルシューティング, 84
ユーザーによる, 83–84

デバイスポリシー
add_drvコマンド, 87
update_drvコマンド, 87
カーネル保護, 86–95
概要, 41–43
構成, 75–77
コマンド, 87
タスクマップ, 75–76
デバイスの管理, 75–76
表示, 76
変更の監査, 76

デバイス割り当て
allocateコマンドの使用, 83–84
deallocateコマンド
使用, 86
デバイスクリーンスクリプト, 94–95

device_allocateファイル, 91–93
device_mapsファイル, 90–91
SMFサービス, 88
アクセス権のトラブルシューティング, 80
監査, 82
禁止, 82
権利プロファイル, 88–89
構成ファイル, 90

デバイス割り当て (続き)
コマンド, 89
コマンドの承認, 89–90
承認, 88–89
承認の要求, 81–82
承認を要求しない, 81
情報の表示, 79–80
使用, 77–82
タスクマップ, 77–78
デバイスクリーンスクリプト
新しいスクリプトの記述, 94–95
オプション, 94
説明, 93–95

デバイスの管理, 77–78
デバイスの強制的な割り当て, 80
デバイスの強制的な割り当て解除, 80–81
デバイスの追加, 77–78
デバイスのマウント, 84–85
デバイスの割り当て, 83–84
デバイスの割り当て解除, 86
デバイスを割り当て可能にする, 78
トラブルシューティング, 84, 85
無効化, 78
メカニズムのコンポーネント, 88
ユーザーによる割り当てを承認する, 79
ユーザーの手順, 77–82
有効化, 78
例, 83
割り当てエラー状態, 90
割り当て可能デバイスの変更, 81–82
割り当て可能なデバイス, 93
割り当て済みデバイスのマウント解除, 86

デバッグ用のシーケンス番号, 675
デフォルト

policy.confファイルでの特権設定, 222
policy.confファイルにおけるシステム全体
の, 38

umaskの値, 119–120
監査サービス, 655–656

デフォルトでのセキュリティー強化 (Secure By
Default)インストールオプション, 47

転送可能チケット
-Fオプションによる, 535–536
-fオプションによる, 535–536
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転送可能チケット (続き)
-Fオプションを使用して, 534
-fオプションを使用して, 533
説明, 357
定義, 546
例, 524

伝播
KDCデータベース, 375
Kerberosデータベース, 440–441

と
トークン,暗号化フレームワークでの定義, 231
透過的, Kerberosでの定義, 356
特殊なアクセス権

setgidアクセス権, 118–119
setuidアクセス権, 118
スティッキービット, 119

特権
PRIV_PROC_LOCK_MEMORY, 154
一覧表示, 202–203
エスカレーション, 223
カーネルプロセスの保護, 151
拡張ポリシー, 157
カテゴリ, 152
監査, 223
管理, 201
基本セットからの削除, 182
欠如の発見, 208
権利プロファイルでの使用の制限, 182
権利プロファイル内のコマンドへの追加, 183
権利プロファイル内の制限セットからの削
除, 183

コマンド, 221
コマンドへの割り当て, 157
シェルスクリプトの使用, 209–210
使用方法, 201–210
スーパーユーザーモデルとの相違, 153
スーパーユーザーモデルとの比較, 150–159
スクリプトへの割り当て, 158
制限セットからの削除, 170
セットで実装される, 154
説明, 141, 152, 153
タスクマップ, 201

特権 (続き)
直接割り当てられた特権を判断, 203–204
デバイスと, 159
デバッグ, 159
特権が割り当てられたプロセス, 156
特権によるコマンドの実行, 157
特権を認識するプログラム, 156
トラブルシューティング
ユーザー, 189–192

ファイル, 222–223
プロセスで一覧表示, 206–207
プロセスによって継承される, 156
役割への割り当て, 195
ユーザーから削除する, 158
ユーザーへの割り当て, 157, 170
要件のトラブルシューティング, 207–209

特権セット
一覧表示, 155
基本, 155
許可された, 155
継承可能, 155
制限, 155
特権セットから特権を削除する, 158
特権セットに特権を追加する, 158
有効, 154

特権付きアプリケーション
IDの確認, 146
承認の確認, 147
説明, 141
特権の確認, 146

特権の確認,アプリケーションでの, 146
特権ポート, Secure RPCと同等の機能, 53
トラブルシューティング

encryptコマンド, 246
Kerberos, 478
list_devicesコマンド, 80
prauditコマンド, 635
役割としての root, 201
リモート rootアクセス, 66
setuidアクセス権を持つファイルの検出, 131
suコマンドが発生した端末, 65
アクティブなプラグイン, 640
監査, 638–639
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トラブルシューティング (続き)
監査クラス
カスタマイズ, 605, 641

キュー内の監査レコードが多すぎる, 614–615
セキュリティープロパティー, 189–192
デバイスのマウント, 85
デバイスの割り当て, 84
特権の不足, 207–209
特権の要件, 207–209
プログラムが実行可能スタックを使用できない
ようにする, 132–133

ユーザーの特権付きコマンドの実行, 204–206
トロイの木馬, 45

な
名前
デバイス名

device_mapsファイル, 91, 92

に
認証

AUTH_DHクライアント
サーバーセッション, 345–348

DH認証, 344–348
Kerberosと, 355
Kerberosの概要, 550–551
NFSでの使用, 343
NFSマウントしたファイル, 351, 352
Secure RPC, 343
Secure Shell
プロセス, 324–325
方式, 300–301

-Xオプションを使用して無効にする, 534
説明, 52–53
タイプ, 52–53
ネームサービス, 343
ネットワークセキュリティー, 52–53
用語, 545–546
レルム間の構成, 403–405

認証方式
Secure Shell, 300–301

認証方式 (続き)
Secure ShellでのGSS-API資格, 301
Secure Shellでの公開鍵, 301
Secure Shellでのパスワード, 301
Secure Shellでのホストに基づく, 301, 305–307

ね
ネームサービス
「個々のネームサービス」を参照
適用範囲とRBAC, 149

ネームサービス構成,ログインアクセス制限, 36
ネットワーク,ネットワークに関連する特権, 152
ネットワークセキュリティー
アクセス制御, 51–55
概要, 51
承認, 52–53
認証, 52–53
ファイアウォールシステム
信頼されるホスト, 54
パケットスマッシング, 55
必要になる状況, 54

問題の報告, 55

は
ハードウェア

SPARC T4シリーズ, 234
アクセスのためにパスワードを要求す
る, 67–68

暗号化フレームワークおよび, 234
接続されているハードウェアアクセラレータの
一覧表示, 260–261

保護, 35–36, 67–68
ハードウェアプロバイダ
暗号化メカニズムを無効にする, 261–263
一覧表示, 260–261
メカニズムと機能を有効にする, 262
読み込み, 260

ハードディスク,監査のための領域要件, 588–589
破棄, kdestroyを使用してチケットを破
棄, 526–527
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パケット転送
パケットスマッシング, 55
ファイアウォールセキュリティー, 54

パスフレーズ
encryptコマンド, 244
KMFでの生成, 273–274
macコマンド, 242
MACに対する使用, 243
Secure Shellでの使用, 315–316
Secure Shellに対する変更, 313–314
安全に格納, 245
例, 314

パスワード
kpasswdコマンドを使用して変更, 528
LDAP, 37
新しいパスワードアルゴリズムの指
定, 63–64

MD5暗号化アルゴリズムの使用, 61–62
NIS, 37
新しいパスワードアルゴリズムの指
定, 62–63

passwd -rコマンドによる変更, 37
passwdコマンドを使用して変更, 528
PROMセキュリティーモード, 36, 67–68
Secure RPC用の秘密鍵の復号化, 345
Secure Shellでの削除, 315–316
Secure Shellでの認証, 300
UNIXとKerberos, 527–532
新しいアルゴリズムの使用, 62
アルゴリズムの指定, 61–62
ネームサービスでの, 62–63
ローカルで, 61–64

暗号化アルゴリズム, 38
異機種システム混在環境での Blowfishの使
用, 62

異機種システム混在環境での暗号化アルゴリズ
ムの制約, 62

管理, 527–532
公表せずにアクセス認可, 530–532
システムログイン, 37
主体のパスワードの変更, 499
選択のヒント, 527–528
タスクマップ, 57–58
ハードウェアアクセス時の要求, 67–68

パスワード (続き)
ハードウェアアクセスと, 67–68
パスワードを持たないユーザーの検索, 60
パスワードを持たないユーザーの表示, 60
保護

PKCS #12ファイル, 272
キーストア, 272

ポリシーおよび, 528
役割のパスワードの変更, 193–194
ユーザーのパスワードを使用した役割の引き受
け, 195–196, 198–199

ローカル, 37
ログインセキュリティー, 36, 37

パスワード認証, Secure Shell, 300
バックアップ

Kerberosデータベース, 440–441
スレーブKDC, 373

ハッシュ
アルゴリズム

Kerberosと, 378
ハッシング,ファイル, 235–236
パネル, SEAMツールの表, 512–515
判断,プロセスで特権を, 206–207
判定
監査が実行中, 639–642
特権のタスクマップ, 201
ユーザーの監査 ID, 648

ひ
非階層的なレルム, Kerberos, 361
非公開鍵
「秘密鍵」も参照
Secure Shellアイデンティティーファイル, 333

非同期監査イベント, 663–664
秘密鍵

Kerberosでの定義, 545
Secure RPCのための生成, 345
作成, 236–240
生成

pktoolコマンドの使用, 236–240
表示

listコマンドを使用してキー一覧
バッファーを表示, 520, 522
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表示 (続き)
RBACの権利, 164–166
rootアクセスの試行, 65–66
suコマンドの試行, 65–66
XML監査レコード, 634
XML形式の監査レコード, 635
暗号化フレームワークでのプロバイ
ダ, 248–252

暗号化メカニズム
既存の, 249, 250, 258
使用可能な, 250, 258
目的, 251

暗号化メカニズムの詳細な一覧表示, 251
監査キュー制御, 592–594, 601
監査のデフォルト, 592–594
監査ポリシー, 599
監査ポリシーのデフォルト, 592–594
監査レコード, 633–636
監査レコード定義, 629–630
監査レコードの定義, 629–630
既存の暗号化メカニズム, 250, 258
権利プロファイルの内容, 213
シェルで特権を, 204
シェルでの特権, 206
システム全体の監査に対する例外, 592–594
主体の一覧, 491–493
主体の属性, 493–495
主体の部分リスト (Kerberos), 492
初期ユーザーの権利, 164–166
使用可能な暗号化メカニズム, 250, 258
選択された監査レコード, 630–632
チケット, 525–526
直接割り当てられた特権, 203–204
デバイスポリシー, 76
デバイス割り当て情報, 79–80
特権, 201–210
特権のタスクマップ, 201
特権の定義, 202–203
なることのできる役割, 167
バイナリ監査ファイル, 633–636
パスワードを持たないユーザー, 60
引き受けることができる役割, 219
ファイルアクセス権, 125–126
ファイル情報, 125–126

表示 (続き)
ファイルと関連情報, 116
ファイルのMAC, 243
ファイルのダイジェスト, 241
プロセス上の特権, 206
ポリシーの一覧, 504–506
ポリシーの属性, 506–508
ユーザーのログインステータス, 59
割り当て可能デバイス, 79–80

標準クリーンアップ, st_cleanスクリプト, 95

ふ
ファイアウォールシステム

Secure Shellを使用した外部接続
構成ファイルから, 321–322
コマンド行から, 322

外部からの接続, 322
信頼されるホスト, 54
セキュアなホスト接続, 321
セキュリティー, 54
パケットスマッシング, 55
パケット転送, 55

ファイル
audit_class, 657
audit_event, 657
BART目録, 110–111
DH認証での共有, 351–352
DH認証でのマウント, 352
kdc.conf, 548
Kerberos, 541–542
MACの計算, 241–244
PKCS #12, 272
rsyslog.conf, 288–289, 618–621
Secure Shellでのコピー, 320
Secure Shellの管理用, 333
setuidアクセス権を持つファイルの検出, 131
syslog.conf, 288–289, 618–621
syslog.conf, 658
UNIXアクセス権による保護, 124–125
アクセス権

setgid, 118–119
setuid, 118
umaskの値, 119–120
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ファイル,アクセス権 (続き)
記号モード, 120, 121, 127–128, 128
スティッキービット, 119
絶対モード, 120, 128–129
説明, 117
デフォルト, 119–120
変更, 116, 120–122, 128

暗号化, 235–236, 244–247
隠しファイルの表示, 125
グループ所有権の変更, 127
公開オブジェクト, 564
所有権
および setgidアクセス権, 118–119
と setuidアクセス権, 118

所有権の変更, 116, 126–127
整合性のための走査, 97–113
整合性の追跡, 97–113
セキュリティー

ACL, 49–50
umaskのデフォルト, 119–120
UNIXアクセス権, 115–122
アクセス権の変更, 120–122, 128
アクセス制限, 46
暗号化, 49, 235–236
所有権の変更, 126–127
ディレクトリのアクセス権, 117
特殊なファイルアクセス権, 122
ファイル形式, 116
ファイル情報の表示, 116, 125–126
ファイルのアクセス権, 117
ユーザークラス, 116

ダイジェスト, 240–241
ダイジェストの計算, 240–241, 241
特殊なファイル, 118–119
特殊なファイルアクセス権の変更, 129–130
特権情報が含まれる, 222–223
についての情報の表示, 116
ハッシング, 235–236
ファイル形式, 116
ファイル形式を示す記号, 116
ファイル情報の表示, 125–126
ファイルに関連する特権, 152
復号化, 245
変更の監査, 646–648

ファイル (続き)
目録 (BART), 110–111
整合性の確認 digest, 240–241

ファイルアクセス権のモード
記号モード, 121
絶対モード, 120

ファイルシステム
NFS, 343
TMPFS, 119
ウイルススキャンエンジンの追加, 72
ウイルススキャンからのファイルの除外, 74
ウイルススキャンの有効化, 72
ウイルスのスキャン, 72
セキュリティー

TMPFSファイルシステム, 119
認証とNFS, 343

ファイルの共有, 50
ファイル転送,監査, 652–653
ファイルの共有

DH認証, 351–352
とネットワークセキュリティー, 50

ファイルの所有権
ACL, 49–50
UFS ACL, 122–123
グループ所有権の変更, 127
変更, 116, 126–127

ファイルの保護
UFS ACLによる, 122–123
UNIXアクセス権による, 115–122, 124–125
UNIXアクセス権によるタスクマップ, 124
ユーザー操作, 124–125

ファイルのユーザークラス, 116
復元,暗号化プロバイダ, 258
復号化

NFSの秘密鍵, 345
Secure RPC用の対話鍵, 347
秘密鍵, 345
ファイル, 245

複製,主体 (Kerberos), 498
物理的なセキュリティー,説明, 35–36
プライバシ

Kerberosと, 355
セキュリティーサービス, 363

プライマリ,主体名, 360–361

索引

737



プラグイン
KMFからの削除, 279–280
KMFでの管理, 267
KMFへの追加, 279–280
SASLと, 340
暗号化フレームワーク, 229
監査, 567–568

プラグイン可能認証モジュール,「PAM」を参照
プロキシ可能チケット,定義, 547
プロキシチケット,定義, 547
プログラム

RBAC承認の確認, 188
特権を認識する, 156
特権を認識するプログラム, 155

プロセス権管理,「特権」を参照
プロセス事前選択マスク,説明, 664
プロセス特権, 152
プロセスの監査特性
監査セッション ID, 665
監査ユーザー ID, 664
端末 ID, 665
プロセス事前選択マスク, 664

プロバイダ
暗号化フレームワークでの一覧表示, 248–252
暗号化フレームワークでの定義, 231
暗号化フレームワークへの接続, 233
カーネルソフトウェアプロバイダが使用されな
いようにする, 257–260

カーネルソフトウェアプロバイダの使用の復
元, 258

署名, 233
ソフトウェアプロバイダの追加, 252–254
登録, 233
ハードウェアのメカニズムを無効にす
る, 261–263

ハードウェアプロバイダの一覧表示, 260–261
プラグインとしての定義, 229
ユーザーレベルソフトウェアプロバイダの追
加, 253–254

ライブラリの追加, 253–254
プロバイダの登録,暗号化フレームワーク, 233
プロバイダへの署名,暗号化フレームワーク, 233
プロファイル,「権利プロファイル」を参照

プロファイルシェル
権限の制限, 197–198
説明, 148–149
開く, 170–173

へ
ベリファイア, NFSクライアントに返される, 347
ベリファイヤ
ウィンドウ, 346
説明, 346

ヘルプ
SEAMツール, 487–488
オンラインヘルプのURL, 379

変換,監査レコードをユーザーが読める書式に変
換する, 635

変更
audit_classファイル, 603–605
audit_eventファイル, 605–606
kpasswdを使用してパスワードを, 528
NFSの秘密鍵, 345
passwdを使用してパスワードを, 528
rootパスワード, 58
root役割をユーザーに, 199–201
Secure Shellのパスフレーズ, 313–314
監査のデフォルト, 594–595
権利プロファイルの内容, 181–183
主体 (Kerberos), 498–499
主体のパスワード (Kerberos), 499
デフォルトのパスワードアルゴリズム, 61–64
特殊なファイルアクセス権, 129–130
ドメインのパスワードアルゴリズムの, 62–63
パスワードアルゴリズムのタスク
マップ, 61–64

ファイルアクセス権
記号モード, 127–128
絶対モード, 128–129
特殊, 129–130

ファイルのグループ所有権, 127
ファイルの所有権, 126–127
ポリシー (Kerberos), 510–511
役割 (RBAC), 194–195
役割のパスワード, 193–194
役割のプロパティー, 194–195
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変更 (続き)
ユーザー (RBAC), 168–170
ユーザーのセキュリティー属性, 595–599
割り当て可能デバイス, 81–82

変数
KEYBOARD_ABORT, 68
noexec_user_stack, 123
noexec_user_stack_log, 124
rstchown, 126
Secure Shellでの設定, 332
監査レコードへの追加, 585, 670
コマンドに関連付けられた情報の監
査, 669–670

プロキシサーバーとプロキシポート用, 321
ログインSecure Shell, 332

ほ
ポート, Kerberos KDC用, 372
ポート転送

Secure Shell, 319
Secure Shellでの構成, 307–308

報告ツール,「bart compare」を参照
防止
カーネルソフトウェアプロバイダの使
用, 257–260

監査トレールのオーバーフロー, 637–638
ハードウェアのメカニズムの使用, 261–263

保管,監査ファイル, 637–638
保護

BIOS、参照先, 67–68
PROM, 67–68
sftp転送ディレクトリ, 309–310
暗号化フレームワークでのパスワードの使
用, 268–269

暗号化フレームワークによるファイ
ル, 235–236

インストール時のネットワーク, 47
キーストアの内容, 272
セキュリティーへの悪影響からの 32ビットの
実行可能ファイル, 123–124

パスワードのタスクマップ, 57–58
リスクのあるプログラムからシステムを, 131
ログインのタスクマップ, 57–58

保護レベル
clear, 535
ftpでの設定, 535
private, 535
safe, 535

ホスト
Kerberosサービスを無効にする, 521–522
Secure Shellデフォルトの例外, 308–309
Secure Shellホスト, 300
信頼されるホスト, 54

ホストに基づく認証
Secure Shellでの構成, 305–307
説明, 300

ホスト名,レルムへのマッピング, 371
ポリシー

Oracle Solarisでの定義, 31–32
SEAMツールのパネル, 512–515
新しいポリシーの作成 (Kerberos), 508–509
暗号化フレームワークでの定義, 231
一覧の表示, 504–506
概要, 31–32
監査の, 585–587
管理, 485–522
管理のタスクマップ, 503–504
削除, 511–512
作成 (Kerberos), 495
属性の表示, 506–508
デバイス上, 76
パスワードアルゴリズムの指定, 61–64
パスワードおよび, 528
変更, 510–511

ま
マージ
監査ファイル, 630–632
バイナリ監査レコード, 630–632

マイク
割り当て, 83
割り当て解除, 86

マウント
DH認証でのファイル, 352
割り当て済みCD-ROM, 85
割り当て済みデバイス, 84–85
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マウント解除,割り当て済みデバイス, 86
マシンセキュリティー,「システムセキュリ
ティー」を参照

マスク (監査),プロセス事前選択の説明, 664
マスターKDC

LDAPを使用した構成, 390–396
自動的な構成, 384
手動での構成, 386–389
スレーブKDCと, 362, 383
スレーブKDCと入れ替え, 435–440
対話的な構成, 385
定義, 545

マスターKDCとスレーブKDCの入れ替
え, 435–440

マッピング
UIDをKerberos主体にマッピング, 556
ホスト名のレルムへのマッピング

(Kerberos), 371
末尾に付加を示す矢印 (>>),末尾に付加の防止, 46
マニュアルページ

RBAC, 219–220
Secure Shell, 335–337
監査サービス, 657–658
承認を必要とするコマンド, 220–221
デバイス割り当て, 89
ポリシー, 32

む
無効化
リモート rootアクセス, 65–66
アボートシーケンス, 68
監査サービス, 626–627
監査ポリシー, 599–601
キーボードシャットダウン, 68
キーボードのアボート, 68
システムのアボートシーケンス, 68
実行可能スタック, 132–133
セキュリティーに悪影響を及ぼす 32ビットの
実行可能ファイル, 123–124

デバイス割り当て, 78
プログラムによる実行可能スタックの使
用, 132–133

無効チケット,定義, 547

無効にする
暗号化メカニズム, 256
実行可能スタックメッセージのログ記録, 133
ハードウェアのメカニズム, 261–263
ホスト上のサービス (Kerberos), 521–522
ユーザーのログイン, 60–61
ログインを一時的に, 60–61

め
メール, using with Secure Shell, 319
命名規則

RBAC承認, 215
Secure Shellアイデンティティーファイル, 333
監査ファイル, 665

命名規約,デバイス, 80
メカニズム
暗号化フレームワークでの定義, 230
ハードウェアプロバイダ上のいくつかを有効に
する, 262

ハードウェアプロバイダですべてを無効にす
る, 261–263

メタスロット
暗号化フレームワークでの定義, 230
管理, 232

メッセージ認証コード (MAC),ファイルに対する
計算, 241–244

メディア,デバイスクリーンスクリプト, 93–95

も
モード,暗号化フレームワークでの定義, 230
目録
「bart create」も参照
BARTでのテスト, 99
カスタマイズ, 103–104
制御, 97
ファイル形式, 110–111

モジュール,パスワード暗号化, 38
モニタリング

rootアクセス, 64–66
rootアクセスの試行, 65–66
suコマンドの試行, 44, 64–65
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モニタリング (続き)
システムの使用状況, 48
特権付きコマンドの使用, 180–181
リアルタイムの監査トレール, 589

や
役割

RBACにおける使用, 138
root役割になる, 167
root役割をユーザーにする, 199–201
usermodコマンドによる割り当て, 179–180
監査, 180–181
作成, 177–179

Crypto Management役割, 180
サマリー, 142
推奨される役割, 138
説明, 147–148
端末ウィンドウで引き受ける, 148–149,

166–167
直接割り当てられた特権の判断, 204
特権の割り当て, 195
ハードウェアにアクセスするために使用す
る, 67–68

パスワードの変更, 193–194
引き受ける, 166–167
プロパティーの変更, 194–195
変更, 194–195
役割の特権付きコマンドを判断, 205
ユーザーのパスワードによる認証, 195–196,

198–199
ユーザーパスワードの使用, 143, 198–199
ローカル役割の一覧表示, 167, 219
ログイン後引き受ける, 148
割り当てられた役割の使用, 166–167

役割になる
root, 167
端末ウィンドウ, 166–167
方法, 174–192

役割に基づくアクセス制御,「RBAC」を参照

ゆ
ユーザー

RBACデフォルトの割り当て, 218–219
rootユーザーの作成, 199–201
Secure Shellデフォルトの例外, 308–309
監査事前選択マスクの変更, 595–599
監査フラグの削除, 598
基本特権セット, 155
グループに対する権利プロファイルの作
成, 598–599

権利プロファイルからの認証, 196, 198–199
権利プロファイルの使用, 196, 198–199
権利プロファイルの割り当て, 169–170
個々のユーザーの監査, 597–598
初期の継承可能特権, 155
すべてのコマンドの監査, 644–646
対称鍵の生成, 236–240
直接割り当てられた特権を判断, 203–204
デバイスの割り当て, 83–84
デバイスの割り当て解除, 86
特権付きコマンドの実行のトラブル
シューティング, 204–206

特権付きコマンドの判定, 204–206
特権の割り当て, 170
パスワードを持たない, 60
ファイルのMACの計算, 241–244
ファイルの暗号化, 244–247
ファイルのダイジェストの計算, 240–241
プロパティーの変更 (RBAC), 168–170
役割からの認証, 195–196, 198–199
ログインステータスの表示, 59
ログインを無効にする, 60–61
割り当て承認を与える, 79
割り当て済みデバイスのマウント, 84–85
割り当て済みデバイスのマウント解除, 86

ユーザー ID
NFSサービス, 411
監査 IDと, 561–562, 664

ユーザー ID番号 (UID),特殊なアカウント, 40
ユーザーアカウント
「ユーザー」も参照
rootパスワードの変更, 58
ログインステータスの表示, 59
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ユーザーが読める監査レコードの書式,監査レ
コードの変換, 635

ユーザー権管理,「特権」を参照
ユーザー主体,説明, 361
ユーザー操作,ファイルの保護, 124–125
ユーザーデータベース (RBAC),「user_attr

データベース」を参照
ユーザーの手順

chkeyコマンド, 351
KMFへのプラグインの追加, 279–280
NISユーザーの非公開鍵の暗号化, 350
pktoolコマンドの使用, 268–269
Secure Shellの使用, 311
キーストアのパスフレーズの生成, 273–274
自己署名付き証明書の作成, 269–270
証明書のインポート, 270–271
証明書のエクスポート, 272–273
対称鍵の生成

pktoolコマンドの使用, 236–240
デバイスの割り当て, 77–82
ファイルのMACの計算, 241–244
ファイルの暗号化, 235–236
ファイルのダイジェストの計算, 240–241
ファイルの復号化, 244–247
役割になる, 166–167
割り当てられた役割の使用, 166–167

有効化
監査, 627–628
監査サービス, 627–628
キーボードのアボート, 68
デバイス割り当て, 78

有効特権セット, 154
有効にする
暗号化メカニズム, 257
カーネルソフトウェアプロバイダの使用, 258
ハードウェアプロバイダのメカニズムと機
能, 262

よ
用語

Kerberos, 544–550
Kerberos固有, 545
認証固有, 545–546

読み取り権,記号モード, 121

ら
ライブラリ,ユーザーレベルプロバイダ, 248
乱数, pktoolコマンド, 236–240

り
リソース制御

project.max-locked-memory, 154
特権, 154

リダイレクトを示す矢印 (>),リダイレクトの防
止, 46

リフレッシュ
暗号化サービス, 263
監査サービス, 624–626, 625–626

リポジトリ,サードパーティーのプロバイダのイ
ンストール, 253

リムーバブルメディア,割り当て, 83
リモート監査, 564
リモートログイン

rootアクセスの防止, 65–66
承認, 52–53
セキュリティーと, 347
認証, 52–53

れ
レポート, BART, 97
レポート (BART)のカスタマイズ, 108–110
レルム (Kerberos)
階層, 371
階層関係, 403–404
階層または非階層, 361
数, 370–371
構成の決定, 370–371
サーバーと, 362
主体名, 360–361
直接接続, 404–405
特定のチケットを要求する, 534
内容, 362
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レルム (Kerberos) (続き)
名前, 370
ホスト名のマッピング, 371
レルム間認証の構成, 403–405

レルム間認証,構成, 403–405

ろ
ローカル監査, 564
ロード時間のランダム化,アドレス空間レイアウ
ト, 44

ログイン
AUTH_DH, 345
rootログイン
追跡, 44
コンソールへの制限, 65–66

Secure Shellを使用した, 314–315
Secure Shellを使用したGUIの表示, 315
一時的に無効にする, 60–61
失敗したログインのログ, 61
セキュリティー

rootログインの追跡, 44
アクセス制限, 36
システムアクセス制御, 36
デバイスのアクセス制御, 41

タスクマップ, 57–58
ユーザーの基本特権セット, 155
ユーザーのログインステータスの表示, 59
ログインの監査, 652

ログインアクセス制限,
svc:/system/name-service/switch:default, 36

ログインファイル,リモート rootアクセスの制
限, 65–66

ログ作成, ftpファイル転送, 652–653
ログファイル

BART
詳細出力, 112–113
プログラムを考慮した出力, 112–113

suコマンドのモニタリング, 64–65
syslog監査レコード, 658
/var/adm/messages, 641
/var/log/syslog, 641
監査サービスのための構成, 618–621
監査レコード, 568, 635

ログファイル (続き)
失敗したログインの試行, 61

わ
ワイルドカード文字

RBAC承認, 215
Secure Shellのホスト用, 321

割り当て
クラスへの割り当て (監査), 567
権利プロファイル
役割, 194–195

権利プロファイル内のコマンドへの特権, 183
権利プロファイル内の承認, 186–187
スクリプトでのコマンドへの特権, 209–210
役割への特権の割り当て, 195
ユーザーへの特権の割り当て, 170
ローカルで役割をユーザーに, 179–180

割り当てエラー状態, 90
割り当て解除
強制的な, 80–81
デバイス, 86
マイク, 86
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