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このドキュメントの使用

■ 概要 – セキュリティーベンチマークおよびベンチマークのカスタマイズされたテー
ラリングに対する Oracle Solaris システムのコンプライアンスを評価および報告す
る方法について説明します。また、システムが、共通脆弱性 (CVE) を修復する最
新の Oracle クリティカルパッチアップデートをインストールしたことを確認する
方法についても説明します。

■ 対象読者 – Oracle Solaris 11 システムのセキュリティーを評価するセキュリティー
管理者と監査者。

■ 必要な知識 – サイトのセキュリティー要件。

製品ドキュメントライブラリ

この製品および関連製品のドキュメントとリソースは http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=E62101-01 で入手可能です。

フィードバック

このドキュメントに関するフィードバックを http://www.oracle.com/goto/
docfeedback からお聞かせください。
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 1 ♦  ♦  ♦        第    1    章 

セキュリティー標準に対するコンプライアンス
のレポート

この章では、セキュリティー標準 (セキュリティーベンチマークやセキュリティーポ
リシーとも呼ばれる) に対する Oracle Solaris システムのコンプライアンスを評価およ
びレポートする方法を説明します。また、特殊なポリシーを持つシステムのコンプラ
イアンスを評価するために、テーラリングと呼ばれる、ベンチマークの付加物を作成
する方法についても説明します。この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 9 ページの「Oracle Solaris 11.3 でのコンプライアンスの新機能」
■ 10 ページの「Oracle Solaris でのコンプライアンスについて」
■ 10 ページの「セキュリティーベンチマークと Oracle Solaris」
■ 12 ページの「compliance コマンドとパッケージ」
■ 14 ページの「コンプライアンスレポートおよびガイド」
■ 15 ページの「コンプライアンス評価およびレポートの管理」
■ 18 ページの「コンプライアンスベンチマークからのテーラリングの作成」
■ 31 ページの「評価の定期的な実行」

Oracle Solaris 11.3 でのコンプライアンスの新機能

このセクションでは、このリリースでの重要な新しいコンプライアンス機能に関する
既存の顧客向けの情報に重点を置いて説明します。

■ 変数値を使用してコーディングされたコンプライアンス規則を使用すると、サイ
トのセキュリティー要件を満たす正確な値をチェックする規則を含むテーラリン
グを作成できます。28 ページの「コンプライアンス規則内の変数の代替値の選
択」および compliance-tailor(1M) のマニュアルページを参照してください。

■ コンプライアンス評価を定期的に実行されるようにスケジュールできます。この
機能は、デフォルトでは無効になっています。31 ページの「評価の定期的な実
行」および compliance(1M) のマニュアルページを参照してください。
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Oracle Solaris でのコンプライアンスについて

Oracle Solaris でのコンプライアンスについて

セキュリティー標準に準拠するシステムは、よりセキュアなコンピューティング環
境を提供するだけでなく、そのテスト、保守、および保護も容易になります。Oracle
Solaris には、Solaris セキュリティーベンチマークと PCI DSS (Payment Card Industry-
Data Security Standard) という 2 つのセキュリティーベンチマークに対する Oracle
Solaris システムのコンプライアンスを評価および報告するスクリプトが用意されてい
ます。

外部および内部のセキュリティーポリシーに対するシステムコンプライアンスを検証
するにはコンプライアンス評価が重要です。セキュリティーコンプライアンスおよ
び監査要件の処理は、ドキュメントやレポート、その検証自体を含め、IT セキュリ
ティー支出の大きな割合を占めています。銀行、病院、政府などの組織には専用のコ
ンプライアンス要件があります。監査者がオペレーティングシステムに詳しくない場
合、セキュリティー制御を要件に合わせるために苦労している可能性があります。そ
のため、セキュリティー制御を要件にマップするツールは、監査者を支援することに
より時間とコストを削減できます。

コンプライアンス評価はスクリプトに基づきます。スクリプトは、OVAL (Open
Vulnerability and Assessment Language) で書かれた SCAP (Security Content Automation
Protocol) に従います。また、Oracle Solaris の SCAP 実装は Script Check Engine (SCE) に
準拠するスクリプトもサポートしています。これらのスクリプトは現在の OVAL ス
キーマおよびプローブが提供しないセキュリティー検査を追加します。

compliance コマンドをサポートするツールの SCAP セットについては、oscap(8) の
マニュアルページを参照してください。ツールの SCAP セットのバージョンを表示す
るには、oscap -V コマンドを発行します。

注記 - ツールの SCAP セットは、oscap コマンドが生成するレポートをローカライズ
することも、テストの説明をローカライズすることもできません。

グラム・リーチ・ブライリー法 (GLBA)、医療保険の相互運用性と説明責任に関する
法律 (HIPAA)、サーベンス・オクスリー法 (SOX)、連邦情報セキュリティマネジメン
ト法 (FISMA) など、ほかの規制の環境基準を満たすために追加のスクリプトを使用で
きます。これらの標準へのリンクについては、付録A コンプライアンスのリファレン
スを参照してください。

セキュリティーベンチマークと Oracle Solaris

Oracle Solaris は、Solaris と PCI DSS という 2 つの標準のコンプライアンススクリプト
を提供します。CIS (Center for Internet Security) は個別に、Oracle Solaris に対するサー
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セキュリティーベンチマークと Oracle Solaris

ドパーティーベンチマークを提供しています。また、テーラリングと呼ばれる、セ
キュリティーベンチマークおよびプロファイルに基づいたカスタマイズされた評価を
作成することもできます。

Solaris セキュリティーポリシーベンチマーク

Solaris セキュリティーポリシーベンチマークは、Oracle Solaris の「デフォルトでのセ
キュリティー強化」 (secure by default、SBD) のデフォルトインストールに基づく標準
です。
このベンチマークには、Baseline と Recommended という 2 つのプロファイルが用意
されています。

■ Solaris ベンチマークの Baseline プロファイルは、Oracle Solaris のデフォルトの
SBD インストールと厳密に一致します。

■ Recommended プロファイルは、Baseline プロファイルより厳格なセキュリティー
要件を持つ組織を満足させます。Recommended プロファイルに準拠するシステム
は、Baseline プロファイルにも準拠します。

SBD を構成する機能については、『Oracle Solaris 11.3 でのシステムおよび接続された
デバイスのセキュリティー保護』 の 「デフォルトでのセキュリティー強化 (Secure By
Default) 構成の使用」および『Oracle Solaris 11 セキュリティーと強化ガイドライン』
の 「Oracle Solaris 構成可能セキュリティー」で説明されています。

Solaris ベンチマークは、Oracle Solaris 用の PCI DSS、CIS、または DISA-STIG (Defense
Information Systems Agency-Security Technical Information Guides) ベンチマークの要件を
満たしません。

PCI DSS セキュリティーポリシーベンチマーク

PCI DSS セキュリティーポリシーベンチマークは、主要なデビットカードやクレジッ
トカードのカード所有者情報を処理する組織のための機密情報セキュリティー標準で
す。この標準は PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) で定義されて
います。その目的はクレジットカードの不正使用を削減することです。

Oracle Solaris システムでは、構成が PCI DSS 標準に準拠している必要があります。コ
ンプライアンスレポートは失敗したテストと成功したテストを示し、改善する手順を
提供します。PCI DSS の要件の中にはこのソフトウェアに直接対応していないものも
あるため、コンプライアンスレポートを検査したあと、この標準に準拠するための追
加タスクを実行する必要があります。詳細は、Oracle Solaris 11 での PCI DSS コンプラ
イアンス準拠のドキュメントを参照してください。

第 1 章 セキュリティー標準に対するコンプライアンスのレポート 11
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compliance コマンドとパッケージ

Oracle Solaris に対する CIS ベンチマーク

CIS 標準化機構は、その Oracle Solaris ベンチマークのための自動化されたコンプライ
アンスチェックツールを提供しています。CIS ツールの使用コストを確認するには、
CIS に問い合わせてください。それらのツールを Microsoft Windows システム上で使用
して Oracle Solaris コンプライアンスをチェックできます。

ベンチマークからのテーラリング

セキュリティーポリシーベンチマークおよびプロファイルからテーラリングを作成
できます。テーラリングでは、サイトにある特定のシステムのセキュリティーポリ
シーを検証するために、評価をカスタマイズします。これらのカスタマイズされた
評価を作成するには、既存のベンチマーク、プロファイル、またはテーラリングに
ルールを含めるか、または除外します。テーラリングを使用してシステムを評価す
るには、ソースベンチマークだけでなくテーラリングもインストールする必要があり
ます。詳細は、10 ページの「セキュリティーベンチマークと Oracle Solaris」およ
び18 ページの「コンプライアンスベンチマークからのテーラリングの作成」を参
照してください。

compliance コマンドとパッケージ

セキュリティーコンプライアンス (以降、コンプライアンスと呼びます) を測定するに
は、セキュリティーベンチマークまたはプロファイルを定義する一連のルール、その
ベンチマークに対するコンプライアンスの測定 (評価と呼ばれます)、およびそれらの
結果のレポートが必要です。また、レポートはトレーニングやアーカイブ目的でガイ
ド形式で出力することもできます。

Oracle Solaris にはセキュリティーコンプライアンスを測定するための compliance コ
マンドがあります。このコマンドは、評価とレポートを生成、一覧表示、および削除
できます。任意のユーザーがコンプライアンスレポートを表示できますが、評価を管
理および生成する権利が必要です。詳細は、13 ページの「compliance コマンド
を実行する権利」および compliance(1M) のマニュアルページを参照してください。

compliance コマンドは、ローカルファイルのみをチェックします。使用しているシ
ステムでファイルシステムをマウントする場合は、クライアントとサーバーのコンプ
ライアンスを個別にテストする必要があります。たとえば、中央のサーバーからユー
ザーホームディレクトリをマウントする場合は、このコマンドをそのユーザーシステ
ムとすべてのホームディレクトリサーバー上で実行します。
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compliance コマンドとパッケージ

注記 - compliance コマンドはコンプライアンスの改善ではなく評価を自動化します。

compliance コマンドを実行する権利

Oracle Solaris は、コンプライアンス評価とレポート生成を処理する 2 つの権利プロ
ファイルを提供します。

■ Compliance Assessor 権利プロファイルを使用すると、ユーザーは評価の実行、レ
ポート形式での評価ストアへの評価の格納、およびストアからの評価の削除ができ
ます。

■ Compliance Reporter 権利プロファイルを使用すると、ユーザーは既存の評価を見つ
けて表示できます。

コンプライアンスサブコマンドには次の権利が必要です。

■ compliance assess コマンド – すべての権限と solaris.compliance.assess 承
認が必要です。コンプライアンス評価者の権利プロファイルはこれらの権利を提供
します。

■ compliance delete コマンド – 評価ストアへの書き込みアクセス権と solaris.
compliance.assess 承認が必要です。コンプライアンス評価者の権利プロファイ
ルはこれらの権利を提供します。

■ compliance list コマンド – 基本的な権利を持つユーザーであればだれでも実行
できます。このコマンドはベンチマークおよび評価に対する完全な可視性を提供し
ます。

■ compliance report コマンド – だれでも実行できますが、機能の範囲はそのユー
ザーの権利によって異なります。コンプライアンス評価者またはコンプライアンス
レポータのプロファイルに割り当てられたユーザーは新しい評価を生成できます。
すべてのユーザーは既存の評価を表示できますが、基本的な権利のみを持つユー
ザーは新しい評価を生成できません。

■ compliance tailor コマンド – Compliance Assessor プロファイルが割り当てられ
ているユーザーが実行できます。

compliance パッケージ

コンプライアンスルール、ベンチマーク、プロファイル、およびコマンドは、pkg:/
security/compliance パッケージで入手できます。solaris-small-server および
solaris-large-server パッケージグループは、このパッケージをインストールしま
す。

■ パッケージグループについては、『Oracle Solaris 11 セキュリティーと強化ガイド
ライン』 の 「Oracle Solaris OS のインストール」を参照してください。
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コンプライアンスレポートおよびガイド

■ パッケージについては、『Oracle Solaris 11.3 Package Group Lists』を参照してくだ
さい。

■ コンプライアンスパッケージの説明を表示するには、pkg info compliance コマ
ンドを発行します。

コンプライアンスレポートおよびガイド

Oracle Solaris には、コンプライアンス評価のための 3 つのレポート形式と、各ベンチ
マークおよびプロファイルのガイドが用意されています。

評価レポート形式

評価を実行したあと、評価ディレクトリには、その特定の評価に対するシステムのコ
ンプライアンスのログファイル、レポート、およびガイドが含まれます。評価ディレ
クトリのファイルには、次の情報が含まれます。

■ log – テキスト形式で、その評価に対して実行されたすべてのテストの結果とその
ルール ID が含まれています。次の例は、サンプルエントリを示しています。

Title   The OS version is current

Rule    OSC-53005

Result  pass

■ report.html – ブラウザに対応した形式で、その評価に対して実行されたすべての
テストの結果とそのルール ID、テストが実行された時間、コンプライアンスの重
要度 (高、中、または低)、説明、および修正の支援が含まれています。次の例は、
サンプルエントリを示しています。

    Result for Package integrity is verified

    Result: fail

    Rule ID: OSC-54005

    Time: 2014-09-03

      13:35

    Severity: high

      Run 'pkg verify' to check that all installed Oracle Solaris software matches

      the packaging database and that ownership, permissions and content are correct.

     Remediation instructions

      'pkg verify' has produced errors. Rerun the command and evaluate the errors. 

       As appropriate, based on errors found,you should run 'pkg fix <package-fmri>'

       See the pkg(1) man page.

14 Oracle Solaris 11.3 セキュリティーコンプライアンスガイド • 2016 年 11 月

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E53394-01&id=OSTPK


コンプライアンス評価およびレポートの管理

    Remediation script                      

    # pkg verify

    followed by

    # pkg fix <package-fmri>

The following packages showed errors

    pkg://solaris/library/perl-5/sun-solaris-512          ERROR

■ results.xccdf.xml – ベンチマーク内のすべてのテストの結果が含まれていま
す。report.html に含まれている情報に加えて、このガイドには、評価される領
域の概要および Oracle Solaris システム管理ガイドへの参照が含まれています。

Oracle Solaris コンプライアンスガイド

インストール時に、compliance パッケージは、コンプライアンスベンチマークおよ
びプロファイルに対するガイドを提供します。ガイドには各セキュリティー検査の根
拠と失敗した検査の修正手順が含まれています。ガイドはトレーニングに役立ち、将
来のテストのガイドラインとしても役立ちます。
compliance パッケージとともにインストールされるガイドは次のとおりです。

■ benchmark ガイド – benchmark 内のすべてのテストが含まれています。この例に
は、pci-dss、solaris_pci-dss、および solaris があります。

■ benchmark.profile ガイド – benchmark 内のすべてのテストに加えて、このガイド
の最後には profile に対してどのテストが選択されたか、または選択されなかった
かを一覧表示した表が含まれています。この例には、solaris.baseline および
solaris.recommended があります。

新しいベンチマークのための新しいガイド

compliance:generate-guide サービスは、インストール時に各セキュリティーベン
チマークおよびプロファイルのためのガイドを作成します。新しいベンチマークまた
はプロファイルを追加した場合は、そのガイドを作成できます。
# compliance guide -a

コンプライアンス評価およびレポートの管理

ベンチマークまたはプロファイルのコンプライアンス評価は包括的です。これら
は、すべてのルールをチェックします。レポートには、評価内のすべてのルール
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コンプライアンス評価およびレポートの管理

またはルールのサブセットを含めることができます。compliance:default サー
ビスのスケジュールされた方法を使用して、評価を定期的に実行できます。詳細
は、31 ページの「評価の定期的な実行」を参照してください。

コンプライアンス情報の一覧表示および評価とレポー
トの配置

compliance list コマンドは、すべてのユーザーが使用できます。詳細の -v および
プロファイルの -p オプションを使用すると、このコマンドは、ベンチマークとその簡
単な説明、各ベンチマークのプロファイル、評価とそれに対してレポートが存在する
かどうか、およびレポートを一覧表示します。

例   1 すべてのベンチマーク、プロファイル、評価、およびレポートの一覧表示

この例では、管理者は評価名としてコマンド行でそれぞれ pci および recommended
を指定して 2 つの評価を実行しました。他の評価名は、指定された評価名を使用せず
に compliance assess コマンドによって生成されました。

$ compliance list -vp
Benchmarks:
pci-dss:        Solaris_PCI-DSS
                PCI-DSS Security/Compliance benchmark for Oracle Solaris
solaris:        Baseline, Recommended
                Oracle Solaris Security Policy
Assessments:
pci:    log report.html results.xccdf.xml
recommended:   log report.html report.xml results.xccdf.xml results.xml
pci-dss.Solaris_PCI-DSS.2015-10-10,10:12:       log report.html results.xccdf.xml
solaris.Baseline.2015-10-10,15:10:      log report.html results.xccdf.xml
solaris.Baseline.2015-10-10,15:20:      No reports have been generated

例   2 コンプライアンスリポジトリ内へのファイルの配置

評価のレポートは、/var/share/compliance/assessments ディレクトリ (リポジト
リとも呼ばれます) 内に格納されます。この例では、Compliance Reporter 権利プロファ
イルを持つ管理者は、recommended ディレクトリ内のレポートの名前と場所を表示し
ます。

$ pfexec compliance report -a recommended 
/var/share/compliance/assessments/recommended/report.html

$ compliance report -f log -a recommended 
/var/share/compliance/assessments/recommended/log

$ compliance report -f xccdf -a recommended 
/var/share/compliance/assessments/recommended/results.xccdf.xml
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評価とレポートを実行する方法

評価とレポートの実行

compliance パッケージは、評価とレポートを実行するために必要です。solaris-
small-server および solaris-large-server パッケージにはデフォルトで
compliance パッケージが含まれます。solaris-desktop および solaris-minimal
パッケージには compliance パッケージが含まれません。リポジトリ内の評価ディレ
クトリおよびレポートを管理するには、権限が必要です。

ベンチマーク、プロファイル、およびテーラリングの評価レポートを作成できま
す。テーラリングについては、18 ページの「コンプライアンスベンチマークか
らのテーラリングの作成」を参照してください。31 ページの「評価の定期的な実
行」の説明に従って、システム上の特定の評価を定期的に実行できます。

評価とレポートを実行する方法

この手順では、評価レポートをローカルで作成します。

始める前に システムにパッケージを追加するために Software Installation 権利プロファイルを割り
当てる必要があります。13 ページの「compliance コマンドを実行する権利」で
説明されているとおり、ほとんどのコンプライアンスコマンドに対して管理権利を割
り当てる必要があります。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセ
キュリティー保護』 の 「割り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

1. コンプライアンステストを実行する予定のあるすべてのゾーンに compliance パッ
ケージをインストールします。

$ pkg install compliance

次のメッセージは、そのパッケージがインストールされていることを示します。

No updates necessary for this image.

詳細は、pkg(1) のマニュアルページを参照してください。

2. 使用可能なベンチマークとプロファイルを一覧表示します。

$ compliance list -p
Benchmarks:
pci-dss:        Solaris_PCI-DSS
solaris:        Baseline, Recommended
Assessments:
      No assessments available

3. 評価を作成します。

$ pfexec compliance assess -p profile -b benchmark -a assessment-name
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コンプライアンスベンチマークからのテーラリングの作成

-p profile プロファイルの名前を示します。プロファイル名は大文字と小文
字が区別されます。

-b benchmark ベンチマークの名前を示します。ベンチマーク名は大文字と小文
字が区別されます。

-a assessment-
name

オプション。評価の名前を示します。デフォルト名にはタイムス
タンプが含まれます。

たとえば、次のコマンドは推奨プロファイルを使用してシステムを評価
し、recommended という名前の評価のコンプライアンスリポジトリ内に評価ディレク
トリを作成します。
$ pfexec compliance assess -p Recommended -b solaris -a recommended

コマンドが終了すると、レポートは log という名前の平文ログファイル、results.
xccdf.xml という名前の XML ファイル、および report.html という名前の HTML
ファイルに保管されます。
# pfexec compliance list -v -a recommended
recommended:      log report.html results.xccdf.xml

同じ compliance assess コマンドを再度実行しても、これらのファイルは置き換え
られません。ディレクトリに別の名前を指定するか、または -a オプションを使用しな
いでください。

4. 完全なレポートを表示します。
テキストエディタによるログファイル表示、ブラウザによる HTML ファイル表示、
XML ビューアによる XML ファイル表示が可能です。
たとえば、report.html を表示するには、次のブラウザエントリを入力します。
file:///var/share/compliance/assessments/recommended/report.html

5. 合格する必要があるすべての障害を修正します。

a.   失敗したエントリに対する修正を完了します。

b.   修正にシステムのリブートが含まれている場合、評価を再度実行する前にシステ
ムをリブートします。

コンプライアンスベンチマークからのテーラリングの作成

Oracle Solaris が提供するベンチマークでは、特定のシステムのコンプライアンスを正
確に反映していない失敗または誤検出が報告される可能性があります。このようなシ
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コンプライアンスベンチマークからのテーラリングの作成

ステムでは、これらのベンチマークへのルールの取り込みまたは除外 (あるいは変数
値を使用したルールの変更) であるテーラリングを作成できます。変数値を使用した
規則は、インタフェースで明示的にマークされます。規則で使用される変数を変更す
ることにより、セキュリティーポリシーをよりきめ細かく表現しながら規則を含める
ことができます。その後、これらのテーラリングを使用して、特定のシステムのセ
キュリティー状況を評価できます。

テーラリングは、ベンチマーク、プロファイル、またはテーラリングにルールを含め
るか、または除外したあと、その新しいルールセットを別の名前で保存することに
よって作成します。ソースベンチマークから複数のテーラリングを作成でき、これら
のテーラリングは互いに独立しています。すべてのテーラリングに一意の名前が付け
られます。

テーラリングを使用すると、少数のルールまたは多数のルールに対してシス
テムのコンプライアンスを評価できます。テーラリングは、多くのシステム
にインストールできるように IPS パッケージに組み込まれる形式で保存できま
す。25 ページの「テーラリングのためのパッケージマニフェストを作成する方
法」を参照してください。

Compliance Assessor 権利プロファイルが割り当てられているユーザーは、テーラリン
グを作成したり、評価を実行したりできます。テーラリングを作成するには、ルール
の選択を変更するか、ベンチマークまたはプロファイル内のルールの変数値を変更し
ます。ルール自体の変更は行わず、また行うこともできません。テーラリングのソー
スは特定のベンチマークであるため、そのベンチマークは、このテーラリングを実行
するシステムにインストールされている必要があります。

ヒント - テーラリングを作成する前に、ソースベンチマークまたはプロファイルの内容
テーブルを出力してください。この内容リストには、テーラリングに含めるか、また
は除外するルールのタイトルと番号を含めます。内容リストの適切なソースは、ベン
チマークのガイドまたは HTML 形式のコンプライアンスレポートです。

■ テーラリングでソースのルールを少数しか変更しない場合は、すべてのルールを除
外することによってテーラリングを開始し (exclude -a)、次に必要な少数のルー
ルを含めるか、特定のルールの変数値を変更します。

■ それ以外の場合は、ソースベンチマークまたはプロファイルに少数のルールを含め
るか除外するか、あるいは特定のルールの変数値を変更します。

コンプライアンステーラリングの編集

compliance tailor コマンドは、対話型のコマンド行エディタと、ピック画面 と呼
ばれる curses エディタの 2 つの編集オプションを提供します。
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コンプライアンスベンチマークからテーラリングを作成する方法

ピック画面は curses というプログラミング言語で実装されます。これはコンソールや
ハードウェアの ANSI 端末のようなテキスト専用デバイス上で GUI に似た機能を提供
します。

コンプライアンスベンチマークからテーラリングを作
成する方法

始める前に システムストアに追加できるテーラリングを作成するには、Compliance
Assessor 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。詳細
は、13 ページの「compliance コマンドを実行する権利」および『Oracle Solaris
11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割り当てられている管理権
利の使用」を参照してください。

1. コンプライアンスエディタを開きます。
次のコマンドは、コマンド行でオプションを設定し、ピック画面を開きます。
$ pfexec compliance tailor -t basic
*** compliance tailor: Can't get existing tailor "basic", initializing
tailoring:basic> set benchmark=solaris
tailoring:basic> exclude -a
tailoring:basic> pick

ここで

■ basic は、テーラリングの名前です
■ solaris は、ソースベンチマークです
■ exclude -a は、どのルールも含めずに solaris ベンチマークをロードします
■ pick は、ピック画面を開きます

ピック画面には、solaris ベンチマーク内のすべてのルールが表示されます。何も含
まれていません。

2. ピック画面で、キーボードを使用して特定のルールを含めたり、ルールを除外した
り、画面内を移動したりします。

■ スペースバーによって、エントリの取り込みと除外が切り替わります。
■ x は、除外されているルールを示します。
■ 反転表示での大なり記号 (>) は、含まれているルールを示します。x がない状態

は、そのルールが含まれていることを示す 2 番目の表示です。
■ exit または ESC キーによって、対話型モードの compliance tailor コマンド行

に戻ります。

3. いくつかの基本的なルールを含めます。
たとえば、ルール OSC-53005、OSC-16005、OSC-35000、OSC-46014、OSC-01511、
OSC-04511、および OSC-75511 を含めることができます。

20 Oracle Solaris 11.3 セキュリティーコンプライアンスガイド • 2016 年 11 月

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=OSSUPrbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=OSSUPrbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=OSSUPrbactask-28


コンプライアンスベンチマークからテーラリングを作成する方法

4. 変更をコミットしてから、コマンド行インタフェースを終了します。

tailoring:basic> commit
tailoring:basic> exit
$

compliance tailor で作成したテーラリングは、その内部でベンチマークとプロファ
イルを宣言します。

5. 変更をコミットしてから、コマンド行インタフェースを終了します。

tailoring:basic> commit
tailoring:basic> exit# 

6. テーラリングをテストし、出力を評価します。

$ pfexec compliance assess -t basic
Assessment will be named 'basic.2015-10-10,10:10'
Title   The OS version is correct
Rule    OSC-53005
Result  pass
...
Title   Stacks are non-executable
Rule    OSC-75511
Result  pass

7. (オプション) 評価レポートをブラウザに表示します。

a.   最新の評価を見つけます。

# compliance report
/var/share/compliance/assessments/basic.2015-10-10,10:10/report.html

b.   評価をブラウザにロードします。
次の例は、サンプルのブラウザエントリを示しています。

file:///var/share/compliance/assessments/basic.2015-10-10,10:10/report.html

例   3 別のテーラリングのロード

この例では、管理者は、格納されてはいるが、現在使用されていないテーラリングを
ロードします。

# pfexec compliance tailor
tailoring>list
basic
firsttest
testg
tailoring>load firsttest
tailoring:firsttest>info
    tailoring=firsttest
    benchmark=solaris
    profile: not set
tailoring:firsttest>load testg
tailoring:testg>
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以前のベンチマークバージョンに基づくテーラリングの更新方法

以前のベンチマークバージョンに基づくテーラリング
の更新方法

Oracle Solaris の更新後に古いテーラリングが存在する場合があります。この手順で
は、テーラリングを更新または削除する方法を示します。

始める前に コンプライアンス評価者の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。

1. テーラリングを使用して評価を実行します。

$ pfexec compliance assess -t tailoring
WARNING: version mismatch between tailoring 'tailoring'(1.nnnn) and 
benchmark 'solaris'(1.higher-nnnn), assessment test selections may not be as expected

2. レポートを確認します。
結果が期待どおりである場合、テーラリングを現在のベンチマークまたはプロファイ
ルバージョンに更新できます。結果がシステムのコンプライアンスを正確に報告しな
いものである場合、テーラリングを変更するか新しいテーラリングを作成できます。

3. テーラリングの内容を表示します。

$ pfexec compliance tailor -t tailoring
*** compliance tailor: WARNING: version mismatch between tailoring 'tailoring'(1.nnnn) and 
benchmark 'solaris'(1.higher-nnnn), assessment test selections may not be as expected
tailoring:basic> export
...

4. (オプション) テーラリングを削除するには、対話型インタフェースで delete と入力
して、削除を確認します。

tailoring:basic> delete
OK to delete tailoring 'basic' (y/N)? y
$

5. 必要な場合、テーラリングを変更して正しい評価を作成します。

tailoring:basic> exclude OSC-nnnnn
tailoring:basic> include OSC-nnnnn
...
tailoring:basic> export
tailoring:basic> commit
tailoring:basic> exit

別の更新方法については、例4「エクスポートファイルからのテーラリングを更新す
る」を参照してください。

6. 評価を実行してエラーが発生しないことを確認します。

$ pfexec compliance assess -t tailoring
Assessment will be named 'tailoring.YYYY-MM-DD,HH:MM
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テーラリングをエクスポートする方法

例   4 エクスポートファイルからのテーラリングを更新する

管理者は古いテーラリングをインポートして、テーラリングの出力が正しいことを確
認します。

1. 管理者は pfexec compliance tailor コマンドを使用してテーラリングを開き、
テーラリングをファイルにエクスポートします。

$ pfexec compliance tailor -t myTailoring

*** compliance tailor: WARNING: version mismatch between tailoring

 'myTailoring'(1.1234) and 

benchmark 'solaris'(1.2345), assessment test selections may not be as expected

tailoring:myTailoring> export -o myTailoring1.txt

tailoring:myTailoring> exit

2. 管理者はエクスポートファイルを編集してテーラリングの名前を変更します。

$ pfedit myTailoring1.txt

set tailoring=myTailoring1

3. 管理者は変更されたエクスポート済みルールセットをインポートします。

$ pfexec compliance tailor -f myTailoring1.txt

tailoring:myTailoring1> commit

tailoring:myTailoring1> exit

4. 管理者は、新しいテーラリングが元のテーラリングと同じジョブを実行すること
を確認します。

$ pfexec compliance assess -t myTailoring1

...

5. 管理者は古いテーラリングを削除します。

$ pfexec compliance tailor -t myTailoring

tailoring:myTailoring> delete

OK to delete tailoring 'myTailoring' (y/N)? y

$

注意事項 テーラリングを更新または削除するアクセス権が拒否された場合、root の役割になる
か、コンプライアンス評価者の権利プロファイルを持つ場合は compliance tailor
コマンドの前に pfexec を付けてください。

テーラリングをエクスポートする方法

テーラリングをエクスポートすると、そのテーラリングの完全性を検査できます。エ
クスポートファイルには、含まれているルールと除外されているルールが記載された
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テーラリングをエクスポートする方法

コメントが含まれます。このファイルを使用すると、さらに詳細なテストのためにそ
のテーラリングを別のシステムにインポートできます。テーラリングをエクスポート
するディレクトリはユーザーが書き込みできる必要があります。

export コマンドではまた、テーラリングの IPS パッケージのためのファイルを作成す
ることもできます。25 ページの「テーラリングのためのパッケージマニフェスト
を作成する方法」を参照してください。

1. テーラリングをロードしてエクスポートします。
-o オプションは、ファイル名を指定します。この例では、管理者は txt ファイル拡張
子を使用して、そのファイルがプレーンテキストであることを示します。

$ pfexec compliance tailor
tailoring>list
basic
testg
tailoring>load basic
tailoring:basic> export -o /home/jdoe/basic.tailor.txt

2. 新しいテーラリングが本番用に準備できたら、-x オプションを使用して、それを
XML 形式でエクスポートします。
この例では、管理者は xccdf.xml ファイル拡張子を使用して、そのファイルが IPS
パッケージに必要な形式であることを示します。

$ pfexec compliance tailor -t basic
tailoring:basic> export -x -o /home/jdoe/basic.xccdf.xml
tailoring:basic> exit

例   5 Recommended プロファイルからの Kerberos テーラリングの作成

この例では、管理者は Kerberos コンプライアンスルールを含むテーラリングを作成し
ます。管理者は、ソースベンチマークおよびプロファイルを設定し、そのプロファイ
ルに加えて Kerberos に適用されるルールからテーラリングを作成します。export コ
マンドは、ルールの取り込みおよび除外の効果を示します。

$ pfexec compliance tailor -t RKerberos
tailoring:RKerberos>set benchmark=solaris
tailoring:RKerberos>set profile=Recommended
tailoring:RKerberos>exclude OSC-28010
tailoring:RKerberos>exclude OSC-30510
tailoring:RKerberos>exclude OSC-31010
tailoring:RKerberos>exclude OSC-31510
tailoring:RKerberos>exclude OSC-63005
tailoring:RKerberos>include OSC-02511
tailoring:RKerberos>commit
tailoring:RKerberos>export
set tailoring=RKerberos
# version=2015-10-10T20:20:20.000+00:00
set benchmark=solaris
set profile=Recommended
# OSC-28010: Service svc:/network/security/kadmin is disabled or not installed
exclude OSC-28010
# OSC-30510: Service svc:/network/security/krb5_prop is disabled or not installed
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テーラリングのためのパッケージマニフェストを作成する方法

exclude OSC-30510
# OSC-31010: Service svc:/network/security/krb5kdc is disabled or not installed
exclude OSC-31010
# OSC-31510: Service svc:/network/shell:kshell is disabled or not installed
exclude OSC-31510
# OSC-62511: Service svc:/network/rpc/gss is enabled
include OSC-62511
# OSC-63005: Service svc:/network/rpc/gss is enabled if and only if Kerberos is configured
exclude OSC-63005

テーラリングのためのパッケージマニフェストを作成
する方法

新しいテーラリングを徹底的にテストしたら、新しいルールファイルをインストール
するための IPS パッケージを作成できます。パッケージマニフェストは、パッケージ
作成の早期の段階です。パッケージ作成の手順については、『Oracle Solaris 11.3 での
Image Packaging System を使用したソフトウェアのパッケージ化と配布』を参照してく
ださい。

1. 徹底的にテストされたテーラリングをエクスポートします。

$ pfexec compliance tailor -t basic
tailoring:basic> export -x -o basic.xccdf.xml
tailoring:basic> exit

作成するパッケージは、このファイルをインストールします。

2. パッケージ名と接尾辞 .p5m を持つマニフェストを作成します。

ヒント - マニフェストは、ホームディレクトリなどの、更新中に上書きされない作業
ディレクトリ内に作成してください。

次の出力は、テーラリングのためのパッケージマニフェストのサンプルテンプレート
を示しています。このテーラリングは solaris ベンチマークに基づいているため、こ
のテーラリングパッケージは、solaris ベンチマークをインストールする solaris-
policy パッケージに依存します。このマニフェスト内の太字の項目は不変です。長い
行は、読みやすさのためにインデントされた 2 行目に続いています。マニフェストで
は、改行されません。

$ pfedit solaris-basic.p5m
set name=pkg.fmri value=pkg://publisher-name/hierarchical-namepkg-name@mainVersion.revision
set name=pkg.summary value="summary"
set name=pkg.description value="description"
file ./exported-rules-file group=group mode=permissions owner=owner 
    path=usr/lib/compliance/benchmarks/solaris/tailorings/installed-rules-file.xml
depend fmri=pkg:/security/compliance/benchmark/solaris-policy type=require

ここで
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テーラリングのためのパッケージマニフェストを作成する方法

■ pkg.fmri value= は、パッケージのフルネームを指定します。この名前はユー
ザーが指定します。パブリッシャー名はオプションです。これはここで指定する
か、またはこのパッケージを公開するときに指定できます。

■ pkg.summary value= は、pkg info mainVersion コマンドの Summary フィールド
に表示される情報を指定します。このサマリーはユーザーが記入します。

■ pkg.description value= は、pkg info mainVersion コマンドの Description
フィールドに表示される情報を指定します。この説明はユーザーが記入します。

■ file は、テーラリングがインストールされている場所を指定します。この指定に
は、テーラリングのためのルールファイルのソース名とインストールされている名
前、最初のスラッシュなしのインストールされているファイルのディレクトリの場
所 (usr/lib/compliance/benchmarks/solaris/tailorings)、および DAC 権限
が含まれます。DAC の権限と場所は固定です。このパッケージがシステムにイン
ストールするルールファイルの名前はユーザーが指定します。ソースルールファイ
ルは、インストールされているバージョンとは異なる名前にできます。

■ depend は、テーラリングのためのソースベンチマークを提供するパッケージがま
だインストールされていない場合は、システムにインストールされることを指定し
ます。このエントリは必須です。
basic テーラリングは solaris ベンチマークに基づいているため、solaris-
policy パッケージは、まだインストールされていない場合はシステムにインス
トールされます。solaris-policy パッケージは、テーラリングファイルが配置さ
れるディレクトリ /usr/lib/compliance/benchmarks/solaris/tailorings を
インストールします。このパッケージの仕様を表示するには、pkg contents -m
solaris-policy コマンドを入力します。

注意 - パッケージマニフェストには、このパッケージが依存するパッケージによって
すでに指定されているパスを複製しないでください。

3. 既存のファイルからマニフェストファイルを作成します。

a.   マニフェストファイルとして次のテキスト例を使用します。
このサンプルマニフェストでは、example-IT リポジトリの solaris-basic.
exportx.xml ファイルがファイル basic.xccdf.xml としてインストールされま
す。

set name=pkg.fmri value=pkg://example-IT/security/compliance/tailorings/solaris-
basic@1.0
set name=pkg.summary value="Tailors a basic Solaris compliance assessment for all
    systems"
set name=pkg.description value="This Solaris basic tailoring is applicable to all
    systems, development and production. All Oracle Solaris systems are expected
    to pass the rules in this tailoring."
file ./solaris-basic.exportx.xml group=sys mode=0555 owner=root
    path=usr/lib/compliance/benchmarks/solaris/tailorings/basic.xccdf.xml
depend fmri=pkg:/security/compliance/benchmark/solaris-policy type=require
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テーラリングのためのパッケージマニフェストを作成する方法

b.   ファイルを変更して保存します。

注記 - パッケージマニフェストの内容を入力する場合は注意が必要です。長すぎるた
めに 1 行に表示されていなかった行を確実に結合してください。

例   6 Oracle Solaris NFS クライアントのコンプライアンスパッケージのためのパッケージマニフェス
トの作成

この例は、NFS クライアントのテーラリングのためのパッケージマニフェストを作
成する方法を示しています。ルール選択ファイルのソース名は solaris-Baseline-
nfs-client.exportx.xml です。そのインストールされているバージョンは nfs-
client.xccdf.xml です。このテーラリングは、solaris ベンチマークの Baseline
プロファイルに基づいているため、このパッケージは solaris-policy パッケージに
依存します。

1. テーラリングをエクスポートし、エディタを終了します。

$ pfexec compliance tailor -t solaris-Baseline-nfs-client

tailoring:solaris-Baseline-nfs-client> export -x -o sB-nfs-client.exportx.xml

tailoring:solaris-Baseline-nfs-client> exit

2. パッケージ名を持つマニフェストを作成し、マニフェストの内容を入力します。

$ pfedit /home/ooyl/packages/tailorings/solaris-Baseline-nfs-client.p5m

set name=pkg.fmri value=pkg://corporate-IT/security/compliance/tailorings/

    solaris-Baseline-nfs-client@1.0

set name=pkg.summary value="An NFS client tailoring for Solaris Baseline systems."

set name=pkg.description value="This NFS tailoring is an adjunct to the solaris.

Baseline

    profile. Assess all NFS client systems with this nfs-client tailoring."

file ./sB-nfs-client.exportx.xml group=sys mode=0555 owner=root

    path=usr/lib/compliance/benchmarks/solaris/tailorings/nfs-client.xccdf.xml

depend fmri=pkg:/security/compliance/benchmark/solaris-policy type=require

注記 - パッケージとしてインストールされたテーラリングは、/usr/lib/
compliance/benchmarks/name/tailorings ディレクトリ内に格納されます。

例   7 テーラリングからの評価とレポートの作成

この例では、管理者は 2 つのテーラリングパッケージをインストールし、テーラリン
グテストファイルを保持しています。solaris/ は、インストールされているテーラ
リングパッケージが solaris ベンチマークに基づいていることを示します。
$ compliance tailor list
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テーラリングのためのパッケージマニフェストを作成する方法

solaris/basic
solaris/RKerberos
testBaselinePlus

Compliance Assessor 管理者は、インストールされているテーラリングの評価を実行
し、その結果をブラウザに表示します。

1. 管理者は、両方のテーラリングの評価を実行します。

$ pfexec compliance assess -t solaris/basic

Assessment will be named "basic.2015-11-12,10:10"

Title   The OS version is correct

Rule    OSC-53005

Result  pass

...

% compliance report

/var/compliance/assessments/solaris/basic/basic.2015-11-12,10:10/report.html

$ pfexec compliance assess -t solaris/RKerberos

Assessment will be named "RKerberos.2015-11-12,10:20"

...

Title   Service svc:/network/rpc/gss is enabled

Rule    OSC-62511

Result  pass

...

$ compliance report

/var/compliance/assessments/solaris/RKerberos/RKerberos.2015-11-12,11:10/report.html

2. 管理者は、ブラウザに次のエントリを入力することによってレポートを表示しま
す。

file:///var/share/compliance/assessments/solaris/basic/basic.2015-11-12,10:10/report.html

file:///var/share/compliance/assessments/solaris/RKerberos/RKerberos.2015-11-12,11:10/report.html

次の手順 このパッケージのテストおよび配布を完了するには、『Oracle Solaris 11.3 でのImage
Packaging System を使用したソフトウェアのパッケージ化と配布』を参照してくださ
い。テーラリングパッケージには署名するようにしてください。パッケージングユー
ティリティーには、パッケージマニフェストで使用する可能性のあるその他の属性
(ファセットなど) が含まれています。

コンプライアンス規則内の変数の代替値の選択

コンプライアンス規則値の代替値の選択は、値のテーラリングと呼ばれます。値の
テーラリングを使用すると、テーラリングをよりきめ細かくチューニングできます。
サイトのセキュリティー要件が反映されていない規則を削除する代わりに、規則の変
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テーラリング内の規則のデフォルト以外の値を選択する方法

数値をサイトポリシーが反映された値に設定できます。たとえば、8 文字ではなく 13
文字のパスワード長をチェックするようにパスワード長の規則を変更したり、デフォ
ルト構成では無効になっているサービスの規則を有効になるように変更したりするこ
ともできます。

注記 - 規則の値を変更できるのは、その値が変数として宣言されている場合だけで
す。すべての規則が変数値を使用してコーディングされているわけではありません。

例8「13 のパスワード長をチェックするテーラリングの作成」に示すようにコマンド
行から、または 20 ページの「コンプライアンスベンチマークからテーラリングを
作成する方法」で説明されているように curses エディタのピック画面から変数値を表
示したり、変更したりできます。

テーラリング内の規則のデフォルト以外の値を選択す
る方法

始める前に 評価ストアに追加できるテーラリングを作成するには、Compliance
Assessor 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。詳細
は、13 ページの「compliance コマンドを実行する権利」および『Oracle Solaris
11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割り当てられている管理権
利の使用」を参照してください。

1. 規則の値を変更するテーラリングを作成します。

$ compliance tailor -t tailoring
*** compliance tailor: Can't get existing tailor "tailoring", initializing
tailoring:tailoring> set benchmark=benchmark

2. 変数を含むベンチマークまたはプロファイル内の規則を一覧表示します。

tailoring:tailoring> values
OSCV-nnnnn (summary):  value
OSCV-nnnnn (summary):  value
...
#

3. 変数を含む規則の値を変更します。

tailoring:tailoring> include OSC-nnnnn
tailoring:tailoring> value OSCV-nnnnn=value

4. 変更をコミットし、テストします。

tailoring:tailoring> commit
tailoring:tailoring> exit
# compliance assess -t tailoring
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テーラリング内の規則のデフォルト以外の値を選択する方法

Assessment will be named 'tailoring.date'
Title   Rule title
Rule    OSC-nnnnn
Result  pass

例   8 13 のパスワード長をチェックするテーラリングの作成

1. サイトの要件に従ってデフォルトのパスワード長を変更します。
/etc/default/passwd ファイル内の PASSLENGTH 値を変更します。

## /etc/default/passwd file

##PASSLENGTH=8

PASSLENGTH=13

2. solaris ベンチマークからテーラリングを作成します。

$ pfexec compliance tailor -t passwdLength13Test

*** compliance tailor: Can't get existing tailor "passwdLength13Test", initializing

tailoring:passwdLength13Test> set benchmark=solaris

3. 変数とその変数に指定できる値を含む solaris ベンチマーク内の規則を表示しま
す。

tailoring:passwdLength13Test> values -v

OSCV-19500 (gdm service):  _disabled_ /disabled|enabled/

OSCV-37500 (NFS client service):  _disabled_ /disabled|enabled/

OSCV-46000 (Minimum Password Length):  6 <= _8_ <= 255 /6|8|14/

OSCV-47000 (Minimum Password Character Difference):  1 <= _3_ /3/

OSCV-48000 (Minimum Password Lower-Case Character Count):  0 <= _0_ /0|1/

OSCV-49000 (Minimum Password Special Character Count):  0 <= _0_ /0|1/

この出力は、規則 OSC-46000 でチェックできる最小パスワード長が 6 であり、最
大が 255 であることを示しています。現在の値は 8 です。

4. 13 の最小パスワード長をチェックするように規則を設定します。

tailoring:passwdLength13Test> include OSC-46000

tailoring:passwdLength13Test> value OSCV-46000=13

tailoring:passwdLength13Test> commit

tailoring:passwdLength13Test> exit

$

5. テーラリングをテストします。

$ compliance assess -t passwdLength13Test

Assessment will be named 'passwdLength13Test.2015-10-10,10:10'

Title   Passwords must be at least 13 characters long

Rule    OSC-46000

Result  pass
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評価の定期的な実行

評価の定期的な実行

compliance:default SMF サービスを使用すると、評価を定期的に実行できます。
これを有効にすると、サービスはシステムのデフォルトのコンプライアンスポリシー
solaris.Baseline に対して週に 1 回評価を実行します。スケジュールおよびポリ
シーを変更できます。

compliance:default サービスは、無効の状態で提供されます。定期的な評価を実行
するには、このサービスを有効にしてください。デフォルトではないポリシー評価を
スケジュールするには、次の 2 つの操作を実行します。

1. システムのポリシーを別のベンチマーク、プロファイル、またはテーラリングに
変更するには、compliance set-policy コマンドを実行します。

2. 評価のスケジュールを変更するには、svccfg コマンドを使用して compliance:
default サービスの 1 つまたは複数の scheduled サービスプロパティーを追加ま
たは変更します。

スケジュールされたサービスの詳細は、次を確認してください。

■ 『Oracle Solaris 11.3 でのシステムサービスの管理』 の 第 4 章, 「サービスの構成」
■ 『Oracle Solaris 11.3 でのシステムサービスの開発』 の 「スケジュールされている

サービスの起動メソッド実行のスケジュール」
■ Unresolved link to " svc.periodicd1M" のマニュアルページ

デフォルトポリシーを使用したシステムの定期的な評
価をスケジュールする方法

始める前に 評価ストアに追加できる評価をスケジュールするには、Compliance Assessor 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。svccfg を実行するには、
サービス構成の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。詳細
は、13 ページの「compliance コマンドを実行する権利」および『Oracle Solaris
11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割り当てられている管理権
利の使用」を参照してください。

1. 必要に応じて、デフォルトポリシーを正しいポリシーに変更します。

a.   デフォルトポリシーを一覧表示します。

$ compliance get-policy
Benchmark:      solaris
Profile:        Baseline
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Tailoring:

b.   使用可能なベンチマーク、プロファイル、およびテーラリングを一覧表示しま
す。
$  compliance list -p
pci-dss:        Solaris_PCI-DSS
solaris:        Baseline, Recommended
$  compliance list -t
        basic
        RKerberos

compliance tailor list コマンドを使用しても使用可能なテーラリングを一覧
表示できます。

c.   このシステムの正しいデフォルトポリシーを設定します。
この例では、既存のテーラリングをデフォルトポリシーとして割り当てます。
$ compliance set-policy -t RKerberos
$ compliance get-policy
Benchmark:
Profile:
Tailoring:    RKerberos

2. 新しいスケジュールに変更する前に、スケジュールをデフォルトのスケジュールに戻
します。
サービス構成の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。この権利プ
ロファイルは多くの権利プロファイルに含まれています。
# svccfg -s compliance:default delcust
# svccfg -s compliance:default listprop scheduled
 scheduled           schedule
 scheduled/frequency integer     1
 scheduled/interval  astring     week

3. 新しいスケジュールを設定し、それを表示します。
# svccfg -s compliance:default setprop scheduled/property  =  type:   value
# svccfg -s compliance:default listprop scheduled
scheduled           schedule
scheduled/frequency integer     1
scheduled/interval  astring     week
scheduled/property    type       value
# svcadm refresh compliance:default

スケジュールされているサービスでは、scheduled/hour や scheduled/day_of_week
などのいくつかのプロパティーが定義されています。これらのプロパティーの例につ
いては、例11「評価の曜日と時間のスケジューリング」および例12「ポリシー評価の
毎日の実行」を参照してください。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのシステムサービ
スの管理』 の 「定期的またはスケジュールされているサービスをスケジュールする方
法」および Unresolved link to " svc.periodicd1M"を参照してください。

4. サービスをリフレッシュします。
# svcadm refresh compliance:default
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5. サービスがまだ有効になっていない場合は有効にします。
$ svcs -x compliance:default
svc:/application/security/compliance:default (Scheduled compliance assessment)
 State: disabled since Fri Jan  8 10:10:10 2016
Reason: Disabled by an administrator.
   See: http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-05
   See: compliance(1M)
   See: /var/svc/log/application-security-compliance:default
Impact: This service is not running.
$ svcadm enable compliance:default
$ svcs compliance:default
STATE          STIME    FMRI
online         10:21:22 svc:/application/security/compliance:default

6. 最初の実行がスケジュールされていることを確認します。
$ svcs -o lrun,nrun compliance:default
LRUN     NRUN 
         Jan_08

7. 最初の実行のあと、評価が実行されたことを確認します。
$ svcs -o lrun,nrun compliance:default
LRUN     NRUN
02:10:10 Jan_08

8. (オプション) 評価をブラウザに表示します。

a.   レポートを見つけます。
$ pfexec compliance report
/var/compliance/assessments/solaris/tailoring1/tailoring1.2016-01-03,02:11/report.html

b.   レポートを表示するには、ファイルの場所をブラウザに入力します。
file:///var/compliance/assessments/solaris/tailoring/tailoring.2016-01-03,02:11/report.html

例   9 ベンチマークまたはプロファイルへのデフォルトポリシーの設定

この例では、デフォルトポリシーを solaris ベンチマークの Recommended プロファ
イルに設定します。
$  compliance list -p
pci-dss:        Solaris_PCI-DSS
solaris:        Baseline, Recommended
$ compliance set-policy -b solaris -p Recommended
$ compliance get-policy
Benchmark:      solaris
Profile:        Recommended
Tailoring:

例   10 インストールされたテーラリングへのデフォルトポリシーの設定

この例では、デフォルトポリシーを (管理者がパッケージとしてインストールした)
RKerberos テーラリングに設定します。
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$  compliance set-policy -b solaris -t RKerberos
$ compliance get-policy
Benchmark:    solaris
Profile:      Recommended
Tailoring:    RKerberos

RKerberos テーラリングの内容については、例5「Recommended プロファイルからの
Kerberos テーラリングの作成」を参照してください。

例   11 評価の曜日と時間のスケジューリング

この例では、root 役割は評価を実行する曜日と時間を指定することによって、デフォ
ルトのスケジュールに追加します。サービスをリフレッシュしたあと、root は新しい
スケジュールが有効であることを確認します。

# svccfg -s compliance:default setprop scheduled/day  =  astring:  Sunday
# svccfg -s compliance:default setprop scheduled/hour  =  integer:  2
# svccfg -s compliance:default listprop scheduled
scheduled           schedule
scheduled/frequency integer     1
scheduled/interval  astring     week
scheduled/day       astring     Sunday
scheduled/hour      integer     2
# svcadm refresh compliance:default
# svcs -x compliance:default
svc:/application/security/compliance:default (Scheduled compliance assessment)
 State: online since Fri Jan 08 11:11:11 2016
 ...

例   12 ポリシー評価の毎日の実行

この例では、root 役割は午前 2 時過ぎに毎日評価が実行されるように変更します。
サービスをリフレッシュしたあと、root は新しいスケジュールが有効であることを確
認します。

# svccfg -s compliance:default setprop scheduled/interval  =  astring:  day
# svccfg -s compliance:default setprop scheduled/hour  =  integer:  2
# svcadm refresh compliance:default
# svccfg -s compliance:default listprop scheduled
scheduled           schedule
scheduled/frequency integer     1
scheduled/interval  astring     day
scheduled/hour      integer     2
# svcs compliance:default
STATE          STIME    FMRI
online          11:11:11 svc:/application/security/compliance:default
# svcs -o lrun,nrun compliance:default
LRUN     NRUN
-        Jan_08
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評価を実行するためのデフォルトのスケジュールに戻
す方法

始める前に svccfg コマンドを実行するにはサービス構成の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。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリ
ティー保護』 の 「割り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

1. カスタマイズを一覧表示します。
# svccfg -s compliance:default listcust
general/enabled                    boolean     admin                 true
scheduled/day                      astring     admin                 Sunday
scheduled/hour                     integer     admin                 2
periodic_restarter                 framework   admin
periodic_restarter/scheduled       time        admin                 1111224444
periodic_restarter/next_run        time        admin                 1111224444

2. サービスをデフォルトに戻します。
# svccfg -s compliance:default delcust
# svccfg -s compliance:default listprop scheduled
scheduled           schedule
scheduled/frequency integer     1
scheduled/interval  astring     week

参照 『Oracle Solaris 11.3 でのシステムサービスの管理』 の 「定期的またはスケジュールさ
れているサービスをスケジュールする方法」

注意事項 スケジュールされたコンプライアンス実行がスケジュールされた開始時間に実行でき
ない場合、今後スケジュールされている実行も失敗することがあります。スケジュー
ルを再開するには、保守状態をクリアし、compliance:default サービスインスタン
スを無効化して有効化してください。

$ svcadm clear compliance:default; svcadm disable compliance:default;
svcadm enable compliance:default
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 2 ♦  ♦  ♦        第    2    章 

クリティカルセキュリティーアップデートに対
するコンプライアンスの管理

この章では、システムに CVE 番号 (CVE ID) で報告された Oracle Solaris からの最新の
クリティカルパッチアップデートが含まれているかどうかを判定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。

■ 37 ページの「Oracle Solaris での CVE アップデートの管理」
■ 37 ページの「Oracle Solaris での CVE ステータスのモニタリング」
■ 38 ページの「Oracle Solaris での CVE アップデートを含むパッケージの検索」
■ 38 ページの「CPU パッケージのインストール」
■ 39 ページの「コマンド行からの CVE アップデートの管理」

Oracle Solaris での CVE アップデートの管理

最新のセキュリティー修正が含まれているシステムは、よりセキュアなコンピュー
ティング環境を提供します。Oracle Solaris では、共通脆弱性 (CVE) リストやその他の
セキュリティー修正にオンラインでアクセスできます。pkg コマンドには、CVE アッ
プデートを検索するためのオプションがあります。

Oracle Solaris での CVE ステータスのモニタリング

Oracle Solaris パッケージへのクリティカルアップデートのステータスは、Oracle クリ
ティカルパッチアップデート、セキュリティーアラート、およびサードパーティー掲
示板の Web サイトにある情報に従うことによってモニターできます。クリティカル
パッチアップデートは遅延なく適用するようにしてください。
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Oracle Solaris での CVE アップデートを含むパッ
ケージの検索

Oracle Solaris Support パッケージリポジトリには、割り当てられた CVE ID でセキュリ
ティーの脆弱性の修正を追跡するためのメタデータが含まれています。Oracle Solaris
は、このメタデータのパッケージを Oracle バグデータベースから作成します。この
パッケージをインストールしたあと、システムに既知で、かつ必須のセキュリティー
の脆弱性の修正がすべて含まれているかどうかを容易に判定できます。この情報をほ
かのソースから導き出す必要はありません。Oracle Solaris は、上流の FOSS (Free and
Open Source) コンポーネント内のバグを、新しいバージョンのコンポーネントを生成
するのではなく、コードにパッチを適用することによって修正する場合があるため、
Oracle バグデータベースをソースとして使用することがきわめて重要です。

Oracle バグデータベースのメタデータパッケージ pkg:/support/critical-patch-
update/solaris-11-cpu では、entire の依存関係階層が有効です。特定の CVE 修
正に対して変更されたパッケージはすべて、solaris-11-cpu パッケージの依存関係
です。これらは「オプションの」依存関係であるため、すでにインストールされてい
る場合は更新されますが、修正されるソフトウェアがまだインストールされていない
場合はインストールされません。

メタデータパッケージでは、出荷済みのバージョンに特定の CVE ID の修正がすでに
含まれているクリティカルパッチアップデート (CPU) メタデータへの遡及的な更新が
可能になります。Oracle Solaris は新しい CPU を発行する場合、新しいバージョンの
パッケージの Oracle Solaris サポートリポジトリへの発行に加え、修正を含む新しい
パッケージバージョンも発行します。

CPU パッケージのバージョンフォーマットは @YYYY.MM-VV です。ここで、VV は通
常、CPU パッケージ solaris-11-cpu@2014.10-1 にあるような小さな数字です。こ
のフォーマットにより、Oracle Solaris はクリティカルパッチアップデートを同じ月の
うちに再発行できます。バージョンフォーマットには、日付 (DD) は含まれていませ
ん。

メタデータは、Oracle Solaris Support パッケージリポジトリの Web サイト、またはコ
マンド行インタフェースのいずれかを使用して検索できます。特定の CVE ID が複数
のパッケージに適用されるケースのほか、特定のパッケージバージョンに複数の CVE
ID の修正が含まれているケースも検索できます。

CPU パッケージのインストール

solaris-11-cpu パッケージは依存関係階層内で entire パッケージより上位にある
ため、デフォルトでは、Oracle Solaris 11 システムにこのパッケージはインストールさ
れていません。CPU パッケージを明示的にインストールする必要があります。
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# pkg install solaris-11-cpu

インストール後、CPU パッケージがシステムを CPU の SRU バージョンに更新しま
す。この更新には、システムの SRU と CPU の SRU バージョンの間にあるすべての
パッケージアップデートが含まれます。詳細および例については、『Oracle Solaris
11.3 ソフトウェアの追加と更新』 の 「サポート更新の適用」および『Oracle Solaris
11.3 ソフトウェアの追加と更新』 の 「クリティカルパッチ更新パッケージ」を参照し
てください。

コマンド行からの CVE アップデートの管理

このセクションの例では、コマンド行を使用して CVE 情報を検索する方法を示しま
す。

例   13 CVE ID に対する修正を含むパッケージを一覧表示するためのいくつかの方法

CVE ID がわかっている場合は、その ID を使用して、その修正を含むパッケージを検
索できます。次の検索では、bash の Shellshock ソフトウェアバグの修正を見つけま
す。

■ pkg search コマンドは、CVE ID に対して構成されているすべてのリポジトリと
ローカルシステムを検索します。この出力には、その修正が含まれているパッケー
ジとバージョン、およびそれを提供している CPU が一覧表示されます。欠けてい
るフィールドを示すための、検索での末尾のコロン (:) の使用に注意してくださ
い。

$ pkg search CVE-2014-7187:

INDEX         ACTION VALUE                                                PACKAGE

CVE-2014-7187 set    pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.2.0.8.0 pkg:/support/

critical-patch-update/solaris-11-cpu@2015.8-1

CVE-2014-7187 set    pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.2.0.8.0 pkg:/support/

critical-patch-update/solaris-11-cpu@2015.7-3

...

CVE-2014-7187 set    pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.2.0.8.0 pkg:/support/

critical-patch-update/solaris-11-cpu@2014.10-1

CVE-2014-7187 set    pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.3.0.4.0 pkg:/support/

critical-patch-update/solaris-11-cpu@2014.10-1

■ 末尾のコロンがない場合、pkg search コマンドはすべての solaris-ll-cpu パッ
ケージバージョンを一覧表示しますが、その修正を含む bash パッケージを一覧表
示しません。

$ pkg search CVE-2014-7187

  INDEX   ACTION VALUE          PACKAGE
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info.cve  set    CVE-2014-7187  pkg:/support/critical-patch-update/solaris-11-cpu@2015.

8-1

info.cve  set    CVE-2014-7187  pkg:/support/critical-patch-update/solaris-11-cpu@2014.

4-1

...

info.cve  set    CVE-2014-7187  pkg:/support/critical-patch-update/solaris-11-cpu@2014.

10-1

■ 次のコマンドは、CVE ID、その修正を含むパッケージ、および solaris-11-cpu
パッケージバージョンを表示します。

$ pkg search -Ho name,value,pkg.shortfmri CVE-2014-7187:

CVE-2014-7187   pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.2.0.8.0    pkg:/support/

critical-patch-update/solaris-11-cpu@2015.8-1

...

CVE-2014-7187   pkg://solaris/shell/bash@4.1.17,5.11-0.175.2.5.0.2.0    pkg:/support/

critical-patch-update/solaris-11-cpu@2015.7-1

...

CVE-2014-7187   pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.2.0.8.0    pkg:/support/

critical-patch-update/solaris-11-cpu@2014.10-1

■ pkg contents -r コマンドは、bash の Shellshock ソフトウェアバグを修正する
パッケージを (ローカルシステムではなく) リポジトリで検索します。

$ pkg contents -Hro value -t set -a name=CVE-2014-7187 solaris-11-cpu

pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.2.0.8.0

pkg://solaris/shell/bash@4.1.11,5.11-0.175.2.3.0.4.0

pkg://solaris/shell/bash@4.1.17,5.11-0.175.2.5.0.2.0

SRU と CPU は累積されるため、この修正は 1 回インストールされたあとに使用でき
ます。

例   14 CVE 修正がいつ最初に使用可能になったかの表示

この例は、bash の Shellshock ソフトウェアバグの修正がこのシステムでは solaris-
11-cpu@2014.4-1 パッケージで最初に使用可能になり、以降のすべての SRU で使用
可能であることを示しています。
$ pkg search -po pkg.shortfmri CVE-2014-7187
PKG.SHORTFMRI
pkg:/support/critical-patch-update/solaris-11-cpu@2014.4-1
pkg:/support/critical-patch-update/solaris-11-cpu@2015.1-1
pkg:/support/critical-patch-update/solaris-11-cpu@2015.1-2
...

例   15 クリティカルパッチアップデート内の CVE ID の一覧表示

この例は、最新の CPU 内の修正されたすべての CVE を表示する方法を示していま
す。
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$ pkg contents -rHo value -a name=info.cve solaris-11-cpu@latest
CVE-1999-0103 
CVE-2002-2443 
CVE-2003-0001 
CVE-2004-0230
...
CVE-2015-5477
...

例   16 最新の CPU がインストールされていることの確認

最新の solaris-11-cpu パッケージのステータスを確認するには、pkg list コマン
ドを使用します。

$ pkg list -af solaris-11-cpu@latest
NAME (PUBLISHER)                                  VERSION                    IFO
support/critical-patch-update/solaris-11-cpu      2015.8-1                   ---

I 列に i フラグがないため、最新の CPU がインストールされていません。

例   17 CVE ID の修正がインストールされていることの確認

特定の CVE ID の修正がインストールされていることを確認するには、その CVE ID
のインストール済みパッケージを検索します。インストールされていない場合は、出
力が表示されません。pkg search -l コマンドは、ローカルディスクのみを検索しま
す。

# pkg search -l CVE-2014-7187
INDEX      ACTION VALUE         PACKAGE
info.cve   set    CVE-2014-7187 pkg:/support/critical-patch-update/solaris-11-cpu@2014.10-1

pkg コマンドのオプションの詳細は、pkg(1) のマニュアルページを参照してくださ
い。
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 A ♦  ♦  ♦        付  録  A 

コンプライアンスのリファレンス

コンピュータセキュリティーのコンプライアンス領域では、多くの標準、頭字語、お
よび処理に関する高度な知識があることが前提とされます。用語およびリファレンス
の次のリストは、利便性のために提供されています。

コンプライアンスのユーティリティー

次のプログラムはコンプライアンスの評価およびレポートを実装しています。

■ Security Content Automation Protocol (SCAP)
■ SCAP ツール (OpenSCAP)
■ Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL)
■ eXtensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF)

コンプライアンス標準

次の各本文では、コンプライアンスガイド、標準、または法律について説明していま
す。

■ Center for Internet Security (CIS)
■ Defense Information Systems Agency-Security Technical Information Guides (DISA-STIG)
■ 連邦情報セキュリティマネジメント法 (FISMA)
■ グラム・リーチ・ブライリー法 (GLBA)
■ 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA)
■ Payment Card Industry-Data Security Standard (PCI DSS)
■ サーベンス・オクスリー法 (SOX)

付録A コンプライアンスのリファレンス 43
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