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はじめに

このセキュリティ強化ガイドでは、SANtricity 11.60 以降を導入して、情報システムの機密性、整合
性、可用性に関する所定のセキュリティ目標を達成する際に役立つガイダンスを提供します。

Copyright 2022 FUJITSU LIMITED

第 2 版
2022 年 9 月

登録商標

本製品に関連する他社商標については、以下のサイトを参照してください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/trademark/

本書では、本文中の ™、® などの記号は省略しています。

本書の読み方

対象読者

本書は、ETERNUS AB/HB の設定、運用管理を行うシステム管理者、または保守を行うフィールドエン
ジニアを対象としています。必要に応じてお読みください。

関連マニュアル

ETERNUS AB/HB に関連する最新の情報は、以下のサイトで公開されています。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/manual/
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はじめに
　

本書の表記について

■ 本文中の記号
本文中では、以下の記号を使用しています。

お使いになるときに注意していただきたいことを記述しています。必ずお読み
ください。

本文を補足する内容や、参考情報を記述しています。
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第 1 章  

概要
現在の脅威の状況の変化は、最も価値の高い資産 ( データと情報 ) を保護するための固有の課題を組
織にもたらします。組織が直面する高度で動的な脅威と脆弱性は、ますます複雑化しています。潜在
的な侵入者側の難読化技術と偵察技術の有効性が増しているため、システム管理者はデータおよび情
報のセキュリティに積極的に取り組む必要があります。本書では、富士通ソリューションに不可欠な
機密性、整合性、可用性を活用することにより、そのようなタスクにおいてオペレータと管理者を支
援することを目的としています。
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第 2 章  

ローカルストレージ管理者アカウント
2.1 ロール
ロールベースアクセス制御 (RBAC) を使用すると、ローカルユーザーは自分のロールと機能に必要なシ
ステムとオプションにのみアクセスできます。SANtricity の RBAC ソリューションは、ユーザーの管理
者アクセスをユーザーに定義されたロールのレベルに制限し、割り当てられたロールによって管理者
がローカルユーザーを管理できるようにします。SANtricity には、いくつかのロールが事前定義されて
います。ローカルユーザーアカウントは静的で、割り当てられたロールは変更できません。表 2.1 に、
SANtricity の事前定義済みのロールをリストします。

表 2.1 ローカルユーザー用に定義済みのロール

表 2.2 に、SANtricity で事前定義されているユーザーとマップされているロールを示します。

表 2.2 ローカルユーザーとロールのマッピング

SANtricity は、Lightweight Directory Application Protocol (LDAP/LDAPS) および Active Directory
もサポートします。LDAP/Active Directory ユーザーアカウントを使用すると、管理者はカスタムアク
セス制御のロールを作成、変更、削除したり、特定のユーザーのアカウント制限を指定したりできます。

ロール 簡単な説明
Admin 最上位の管理アカウント。これは、ユーザーがすべてのローカルユーザーのパス

ワードを変更し、ストレージシステムでサポートされているすべてのコマンドを実
行できる唯一のロールです。

Security このロールは、監査ログの表示、安全な syslog サーバの構成、LDAP/LDAPS サー
バ接続の設定、証明書の管理など、ストレージシステムのセキュリティ構成を変更
できます。
このロールには、プールやボリュームの作成 / 削除などのストレージシステムのプ
ロパティへの書き込みアクセス権はありませんが、読み取りアクセス権はありま
す。
また、ストレージシステムへの SYMbol アクセスを有効 / 無効にする権限も持って
います。

Storage このロールは、ストレージシステムのプロパティに対する完全な読み取り / 書き込
みアクセス権がありますが、セキュリティ構成機能を実行する権限はありません。

Support このロールは、ストレージシステム上のすべてのハードウェアリソース、障害デー
タ、MEL/ 監査ログ、CFW アップグレードにアクセスできます。

Monitor このロールは、すべてのストレージシステムのプロパティへの読み取り専用アクセ
ス権を付与します。このユーザーはセキュリティ構成を表示できません。

ローカルユーザー マップされたロール
Admin Root admin, security admin, storage admin, support admin, monitor

Security Security admin, monitor

Storage Storage admin, support admin, monitor

Support Support admin, monitor

Monitor Monitor
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  2.2　ログインパラメータとパスワードパラメータ

　

2.2 ログインパラメータとパスワードパラメータ
効果的なセキュリティ体制は、確立された組織のポリシー、ガイドライン、および組織に適用される
ガバナンスまたは基準に準拠します。これらの要件の例には、パスワード長の要件、失敗したログイ
ン試行の処理、およびそのようなアカウントの自動非アクティブログアウトが含まれます。SANtricity
ソリューションは、これらのセキュリティ構成要素に対応する機能を提供します。

2.2.1 パスワードの最小桁数 (1 ～ 30) を設定するパスワードポリシーの構成

パスワード長の最小桁数を増やすことを推奨します。デフォルトは 8 です。図 2.1 は REST API を示
し、図 2.2 はパスワードの最小長を変更するための System Manager ウィンドウ (Settings > Access
Management > View/Edit Settings) を示しています。

図 2.1 最小パスワード長を変更する REST API

図 2.2 パスワードの最小長を変更するための [System Manager] ウィンドウ

2.2.2 ログイン試行の失敗によるロックアウト設定の構成

■ ログイン試行の失敗に対するロックアウトモード (IP アドレスとユーザー名 )

デフォルトでは、SANtricity は、ストレージシステムへのログインに失敗した Web クライアントの IP
アドレスを追跡します。この設定では、許可された最大試行回数を超えてロックアウトされた攻撃者
は、別の IP アドレスを持つ別のホストに移動して、再度試行できます。ユーザーロックアウトモード
に移行すると、SANtricity は、ログイン試行回数が最大回数に達した後にユーザー名をロックします。

セキュリティを強化するために Secure LDAP with TLS (LDAPS) を構成することを推奨します。
SANtricity セキュリティ強化ガイド10
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■ 最大ログイン試行数に達した後のロックアウト時間 ( 分 )

lockoutTime は、ユーザーが自分のアカウントにログインできない時間を分単位で表します。デフォ
ルト値は 10 分です。

■ アカウントがロックアウトされるまでの最大ログイン試行回数
maximumLoginAttempts は、アカウントがロックアウトされる前にユーザーが試行できる最大試行
回数を示します。デフォルト値は 6 です。たとえば、値が 6 に設定されている場合、6 回の失敗を入
力すると、アカウントはロックアウトされます。7 回目のログイン試行には正しい資格情報が含まれ
ている可能性がありますが、SANtricity は設定した lockoutTime 時間の終了後にユーザーが正しい資
格情報で再度ログインするまでアクセスを許可しません。

ストレージアレイには最大 2 つのコントローラを搭載可能ですが、上記の設定はストレージアレイ全
体に適用されます。ただし、ロックアウトは各コントローラで個別に管理され、アカウンティングは
2 つのコントローラ間で共有されません。ユーザーは、コントローラー A またはコントローラー B( ど
ちらかのコントローラの IP アドレスを指定する ) のいずれかを介してストレージアレイへのアクセス
を試みることができるため、技術的に、試行できる回数は maximumLoginAttempts に設定した値の
最大 2 倍になります。

図 2.3 ロックアウトモード、ロックアウト時間、最大ログイン試行回数を設定する、REST API

ロックアウトモードをデフォルトの IP アドレスベースではなく、ユーザーベースに変更することを
推奨します。この設定は、図 2.3 に示すように REST API を使用して変更できます。

ロックアウト時間を 10 分 ( デフォルト ) のままにすることを推奨します。

最大ログイン試行回数を 6 回 ( デフォルト ) から 5 回に減らすことを推奨します。
これは、6 回ログインに失敗すると、アカウントがロックアウトされることを意味します。図 2.3
は、ロックアウトモード、ロックアウト時間、最大ログイン試行回数に関する、REST API の設定を
示しています。
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2.2.3 アカウントの非アクティブ制限の設定

セッションの非アクティブ期間を 30 分 ( デフォルト ) から 15 分に短縮することを推奨します。この
設定は、REST API を使用して変更できます。図 2.4 は REST API を示し、図 2.5 は非アクティブ期間
を変更するための System Manager ウィンドウ (Settings > System > Enable/Disable Session
Timeout) を示しています。

図 2.4 非アクティブ期間を変更する REST API

図 2.5 非アクティブ期間を変更するための [System Manager] ウィンドウ

2.2.4 SHA-512 のサポート

パスワードセキュリティを強化するために、SANtricity は SHA-2 パスワードハッシュ関数をサポート
しており、新しく作成されたパスワードまたは変更されたパスワードのハッシュにデフォルトで SHA-
512 を使用します。オペレータと管理者は、必要に応じてアカウントを期限切れにしたりロックした
りすることもできます。

ユーザーにパスワードを変更させることによって、これらのユーザーアカウントをより安全な SHA-
512 ソリューションに移行することを強く推奨します。
SANtricity セキュリティ強化ガイド12



　

第 3 章  

システム管理者メソッド
3.1 コンソールアクセス
ストレージシステムのコンソールへの安全なアクセスを確立することは、安全なトラブルシューティ
ングを行う上で重要です。最も一般的なコンソールアクセスオプションは、SSH、Telnet、および RSH
です。SSH はリモートコンソールアクセスのための最も安全な業界標準のベストプラクティスです。

コンソールアクセスは、富士通のサポートエンジニアがトラブルシューティングを行うためのもので
す。コンソールへのアクセスは次の方法で可能です。

• Serial USB ケーブル
接続後、コンソールはユーザーログインとパスワードで保護されます。パスワードは、ユーザー
が設定したストレージシステムのパスワードと同じです。

• SSH
セキュリティ上の理由から、SSH はデフォルトで無効になっています。セキュリティで保護され
たリモートアクセスが必要な場合、または固有のニーズがある場合は、SSH を手動で有効にする
必要があります。ユーザーは、Secure CLI または SANtricity System Manager を使用して、SSH
を手動で有効または無効にできます。

3.1.1 HTTP を介した SSH の無効化と有効化

HTTP を介して SSH を無効および有効にするには、以下の手順で行います。

1 リモートログインを許可します。

2 [Hardware] を選択します。

3 グラフィックスにドライブが表示されている場合は、[Show Back of Shelf] をクリッ
クします。
グラフィックが変化し、ドライブではなくコントローラが表示されます。

富士通サポートエンジニアの指示がない限り、SSH を常に無効にすることを推奨します。次のセク
ションでは、HTTP を使用して SSH を無効および有効にする方法について説明します。

• LAN の外部からリモートログインするユーザは、SSH セッションを開始し、コントローラ
の設定を変更する必要があります。

• セキュリティ上の理由から、リモートログインはテクニカルサポートのみが使用できるよ
うにしてください。
SANtricity セキュリティ強化ガイド13
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4 リモートログインを有効にするコントローラをクリックします。
コントローラのコンテキストメニューが表示されます。

5 [Change Remote Login] を選択し、操作を実行するかどうかを確認します。

3.2 コマンドラインアクセス

ETERNUS AB/HB series ストレージシステムには、複数の安全なコマンドラインアクセスポイントがあ
ります。

3.2.1 SANtricity Web Services REST API

プロキシがインストールされているホストで Web ブラウザを使用して REST API にアクセスするには、
以下に進みます。

REST API に初めてアクセスする場合は、各タイプのブラウザに次の情報が表示されます。
• Chrome に「この接続ではプライバシーが保護されません」と表示される場合。[ 詳細設定 ] をク

リックして Web サイトに進みます。
• Internet Explorer で、「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります」と表示され

る場合。「このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）」をクリックして、Web サイトに進み
ます。

• Firefox で 「安全な接続ができませんでした」と表示される場合。[ 詳細 ] ボタンをクリックし、
証明書の例外を追加して Web サイトに進みます。

図 3.1 Basic 認証を無効にする REST API

https://localhost/devmgr/docs/#/

セキュリティ上の理由から、REST API の HTTP Basic アクセス認証を無効にすることを推奨しま
す。図 3.1 は、Basic 認証を無効にする REST API を示しています。
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3.2.2 Secure CLI

セキュアな SMcli を使用すると、SMcli クライアントは、安全な HTTPS チャネルを介してストレージ
システムと通信できます。従来の SANtricity SMcli 文法とコマンドセマンティクスを使用し、安全な
プロトコルでストレージシステムと相互運用できる HTTPS シンクライアントを提供します。

3.2.3 CLI セッションのタイムアウト

デフォルトの CLI セッションタイムアウトは 30 分です。タイムアウトは、古いセッションとセッショ
ンのピギーバックを防ぐために重要です。

3.2.4 レガシー管理インターフェース

新しい REST API を導入しましたが、特定の外部管理ツールが機能しないのを防ぐために、独自のレガ
シー管理インターフェース (SYMbol) をデフォルトで使用できるように出荷時設定しています。

SANtricity SMI-S Provider や OnCommand Insight など、従来の管理インターフェースと直接通信す
るツールは、従来の管理インターフェース設定が使用可能になっていないと機能しません。また、こ
の設定が無効になっている場合、従来の CLI コマンドを使用したり、ミラーリング操作を実行したり
することはできません。

図 3.2 レガシー管理インターフェースを無効にするための [System Manager] ウィンドウ

影響を受ける外部管理ツールを使用していない場合は、従来の管理インターフェースを無効にして、
アレイを安全なインターフェースに変更することを推奨します。その前に、両方のストレージアレ
イコントローラーに適切な認証局 (CA) ルート証明書、中間証明書、および署名済サーバー証明書を
インストールする必要があります。インストールが完了したら、図 3.2 に示すように、System 
Manager (Settings > System > Additional Settings > Change Management Interface) を使用し
てアレイ管理インターフェースをセキュアモードに変更します。
SANtricity セキュリティ強化ガイド15
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3.3 Web アクセス

3.3.1 SANtricity System Manager

SANtricity 管理者が、ストレージシステムへのアクセスと管理に CLI の代わりにグラフィカルインター
フェースを使用する場合は、SANtricity System Manager を使用する必要があります。これは、Web
サービスとして SANtricity に含まれており、デフォルトで有効になっており、ブラウザを使用してア
クセスできます。ブラウザ (https://) にホスト名 (DNS を使用する場合 ) または IPv4 か IPv6 アドレス
を指定します。

コントローラが自己署名デジタル証明書を使用している場合は、証明書が信頼されていないことを示
す警告がブラウザに表示されることがあります。アクセスを続行するリスクを認識するか、CA 署名の
デジタル証明書をインストールできます。

SANtricity System Manager には、Security Assertion Markup Language (SAML) 認証を使用できま
す。

3.3.2 ログインバナー

ログインバナーを使用することで、任意のオペレータ、管理者、および不正行為者に対しても、許容
される使用条件を提示し、システムへのアクセスを許可されているユーザーを示すことができます。こ
のアプローチは、システムへのアクセスと使用に対する予測を立てる一助になります。図 3.3 は、ロ
グインバナーの設定方法に関するSystem Managerウィンドウ(Settings > System > Configure Login
Banner) を示しています。

セキュリティ上の理由から、サーバ認証用の CA 署名デジタル証明書をストレージシステムにインス
トールすることを推奨します。
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図 3.3 [System Manager] ウィンドウでのログインバナーの設定方法

3.3.3 SANtricity System Manager の SAML 認証

SAML 2.0 は、複数のシステム間で安全に認証要求とユーザーデータを送信するための業界標準です。
この標準では、多くのアプリケーションが 1 つのサービスを使用して、すべてのユーザー認証とセッ
ションを管理できます。

多要素認証 (MFA) では、認証に成功するために、ユーザーが本人であることの証明として 2 つ以上の
項目を提供する必要があります。認証に必要な項目で典型的なものは知識 ( パスワードなどユーザー
が記憶しているもの )、所有物 ( コード変更をする機械などユーザーが所持しているもの )、または個
人のもの ( 指紋などの生体認証をはじめとするユーザーに固有のもの ) の内の、少なくとも二種類で
す。必要な証拠の具体的なタイプは、エンドユーザ組織のセキュリティチームが設定します。

SAML は ETERNUS AB/HB series 製品に統合され、複数の形式の認証を使用してユーザーを認証し、認
証の成功または失敗を SANtricity System Manager アプリケーションに報告できる外部システムと通
信できます。外部システムは、単一要素認証、二要素認証、または多要素認証を使用するように構成
できます。外部システムは、他のアプリケーションとのシングルサインオン機能をサポートする機能
も提供します。

SAML がストレージシステムで構成された後は、構成されたアイデンティティプロバイダ (IdP) 経由で
のみ SANtricity System Manager にログインできます。ユーザーが SANtricity System Manager にア
クセスしようとすると、デフォルトの SANtricity System Manager ログインページではなく、IdP の
ログインページにアクセスされます。認証情報を入力すると、ユーザーは認証されたセッションとと
もに SANtricity System Manager に送り返され、ユーザーに関連付けられた属性に基づいて認証され
ます。

SAML が使用可能になっている場合、SAML は、SANtricity System Manager にアクセスするユーザー
の認証に使用される唯一の方法です。他の形式の管理は、認証できないために機能しなくなりました。
SANtricity セキュリティ強化ガイド17



第 3 章　システム管理者メソッド
  3.4　SNMP 監視

　

これには、EMW、SMcli クライアント、ソフトウェア開発キットクライアント、UTM を使用したイン
バンド管理、HTTP 基本認証を使用した REST API クライアント、および標準ログインエンドポイント
を使用した REST API クライアントが含まれます。

3.4 SNMP 監視

SANtricity は、電子メール、SNMP トラップ、および syslog を介して送信されるアラート通知をサポー
トします。アラートは、ストレージアレイで発生した重要なイベントを管理者に通知します。SANtricity
OS 11.70.2 以降では SNMPv3 をサポートし、アラート通知の認証と暗号化を行います。富士通では、
SHA-256 または SHA-512 のどちらかの認証プロトコルとプライバシープロトコル AES-128 を使用し
て SNMP USM ユーザーを設定することを推奨します。

11.70.2 よりも前のリリースでは、SANtricity は認証と暗号化をサポートしない SNMPv2c のみをサ
ポートします。

セキュリティを強化するために MFA を構成することを推奨します。

• セキュリティ上の理由から、SNMPv2c を設定しないことを推奨します。
• SNMPv2c が必要な場合、セキュリティを確保するために SNMPv2c コミュニティストリングを

設定することを推奨します。SNMP コミュニティストリングは、デバイスの統計情報へのアクセ
スを許可するユーザー ID またはパスワードのようなものです。
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ストレージ管理システムの監査
4.1 Syslog の送信

ログおよび監査情報は、サポートおよび可用性の観点から、組織にとって非常に重要です。さらに、ロ
グ (syslog)、監査レポート、および出力に含まれる情報と詳細は、一般に機密性が高くなります。セ
キュリティ管理とセキュリティ体制を維持するには、ログデータと監査データを安全に管理すること
が不可欠です。

syslog 情報のオフロードは、侵害の範囲または影響を単一のシステムまたはソリューションに制限す
るために必要です。

セキュアな監査ログチャンネルの構成は、以下のセクションで説明するように、SANtricity System
Manager UI または REST API 呼び出しのいずれかを介して行われます。監査ログ用に syslog を設定す
る方法の詳細については、SANtricity System Manager のオンラインヘルプトピック「Configure
Syslog Server for Audit Logs」を参照してください。

4.1.1 SANtricity System Manager UI を使用した監査ログ用の syslog 設定

SANtricity System Manager UI を使用して監査ログ用に syslog を構成するには、以下の手順を完了し
ます。

1 Settings > Access Management を選択します。

2 [Audit Log] タブから、[Configure Syslog Servers] を選択します。
[Configure Syslog Servers] ダイアログボックスが表示されます。

3 [Add] をクリックします。
[Add Syslog Server] ダイアログボックスが表示されます。

4 サーバー情報を入力し、[Add] をクリックします。
• サーバーアドレス

完全修飾ドメイン名、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを入力します。
• プロトコル

ドロップダウンメニューからプロトコルを選択します (TLS、UDP、TCP など )。

syslog 情報を安全なストレージまたは保存場所に安全にオフロードすることを推奨します。
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• 証明書のアップロード ( オプション )
TLS プロトコルを選択し、署名された CA 証明書をまだアップロードしていない場合は、
[Browse] をクリックして証明書ファイルをアップロードします。信頼できる証明書がない
と、監査ログは syslog サーバーにアーカイブされません。

• ポート
syslog レシーバのポート番号を入力します。
Add をクリックすると、Configure Syslog Servers ダイアログボックスが開き、設定した
syslog サーバがページに表示されます。

5 ストレージアレイとのサーバー接続をテストするには、[Test All] を選択します。

4.1.2 REST API を使用した監査ログ用の Syslog の設定

REST API を使用して監査ログ用に syslog を設定するには、次の手順に従います。

1 監査ログイベントの syslog 構成を設定します。

2 ペイロード記述子 (syslog サーバ記述子の配列 )。

後で証明書が無効になった場合、TLS ハンドシェイクは失敗します。その結果、監査ログ
にエラーメッセージが出力され、syslog サーバーには送信されなくなります。
この問題を解決するには、syslog サーバで証明書を修正してから、Settings > Audit Log > 
Configure Syslog Servers > Test All に移動します。

POST / storage-systems/ {system-id} / syslog
POST / storage-system/ {system-id} /syslog/{id} // update a specific syslog via 
server ID

[{
serverAddress*     string – Fully qualified name or IP address
port               integer – example: 514, default: 514
protocol                   string – Transmission protocol (udp, tcp, tls)
example: udp, default: up
components [
type               string – only supported value is “auditLog”
}]]
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3 安全な転送用に syslog サーバを設定するには、POST 要求で次のペイロードを使用
します。
{
“serverAddress”: “153.78.2.2”,
“port”: 443,
“protocol”: “tls”,
“components”: [
{
“type”: “auditLog”
}
]
}

接続および通信チャネルを保護するために、TLS プロトコルタイプの使用を推奨します。した
がって、監査ログメッセージを受信する syslog サーバーも、TLS プロトコル (TLS バージョン
1.2 以上 ) をサポートするように設定する必要があります。
SANtricity セキュリティ強化ガイド21



　

第 5 章  

ストレージ暗号化
保存データの暗号化は、ディスクが盗まれたり、返却されたり、転用されたりした場合に、機密デー
タを保護するために重要です。ETERNUS AB/HB series ストレージシステムは、自己暗号化ドライブを
使用して、保存データを暗号化します。これらのドライブは、フルディスク暗号化機能が有効かどう
かに関係なく、書き込み操作ではデータを暗号化し、読み取り操作ではデータを復号化します。
SANtricity 機能が有効になっていない場合、データはメディア上で暗号化されますが、読み取り要求時
には自動的に復号化されます。

ストレージシステムでフルディスク暗号化機能が有効になっている場合、ストレージシステムが正し
いセキュリティキーまたは認証キーを提供しない限り、ドライブは読み取りまたは書き込み操作から
ドライブをロックすることによって、保存データを保護します。このプロセスにより、適切なセキュ
リティキーファイルをインポートしてドライブのロックを解除しない限り、別のストレージシステム
からデータにアクセスできなくなります。また、サードパーティ製のユーティリティや OS からもデー
タにアクセスできなくなります。

フルディスク暗号化機能をさらに拡張し、Key Management Interoperability Protocol (KMIP) 標準
に準拠したGemalto SafeNet KeySecure Enterprise Encryption Key Managementのような集中型鍵
管理システムを介してフルディスク暗号化セキュリティキーを管理できるようにしました。この機能
は ETERNUS AB2100/AB3100/AB5100/AB6100 および ETERNUS HB2000/HB5000 で使用できます。

ドライブ内のハードウェアによって実行される暗号化および復号化操作は、ユーザーには見えず、パ
フォーマンスやユーザーのワークフローには影響しません。各ドライブには固有の暗号化キーがあり、
ドライブから転送、コピー、または読み取ることはできません。暗号化キーは、National Institute of
Standards and Technology (NIST) AES で指定されている 256 ビットキーです。一部だけでなく、ド
ライブ全体が暗号化されます。

集中型鍵管理システムを使用してドライブのセキュリティ機能を有効にすることを推奨します。
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SSL と TLS の管理
Secure Sockets Layer (SSL) は、インターネット接続を安全に保つための標準技術です。暗号化アルゴ
リズムを使用して転送中のデータをスクランブルすることにより、2 つのシステム間で送信される機
密データを保護し、ハッカーによるデータの読み取りを防止します。

Transport Layer Security(TLS) は、SSL の更新された、よりセキュアなバージョンです。この 2 つの
用語 (SSL と TLS) は、業界では同じ意味で使用されます。

SANtricity は、SSL を使用して次の通信チャネルを保護します。

• SANtricity System Manager Web クライアントとストレージシステムで実行されている Web
サーバ間

• ストレージシステムで実行されている LDAP クライアントと LDAP/AD サーバ間
• ホストで実行されている Unified Manager/Web サーバプロキシとストレージシステムで実行され

ている Web サーバ間
• ストレージシステムと SAML アイデンティティプロバイダ間
• ストレージシステムと syslog サーバ間
• ストレージシステムで実行されている自己暗号化ドライブ (SED/FDE) の Lock Key Manager と

サードパーティ製の外部キーマネージャー間

• SANtricity OS 11.70.3 未満では　TLS 1.2 のみをサポートしています。
• 証明書チェーン全体の有効期限をチェックするために、厳密な証明書検証を有効にすることを推

奨します。デフォルトでは無効になっており、サーバー証明書の有効期限のみがチェックされま
す。図 7.1 は、この機能を有効にするための REST API を示しています。
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6.1 TLS 1.3 サポート

SANtricity OS 11.70.3 からは、TLS 1.3 もサポートされています。これは、TLS 1.2 よりも安全で高速
であると一般的に考えられているためです。共通の基準などの一部のセキュリティ要件では、TLS 1.3
がまだ評価されていないため、1.3 を有効にできません。SANtricity では、TLS 1.3 を無効にして任意
のセキュリティ要件を満たすことができます。この設定は、REST API を使用して変更できます。

図 6.1 TLS 1.3 を無効にする REST API

設定の変更は、両方のコントローラに反映されます。TLS 1.3 を無効にした後、TLS/SSL 設定を更新す
るために Web サーバを再起動する必要があります。デュプレックスシステムでは、両方のコントロー
ラの Web サーバを再起動する必要があります。図 6.2 は、コントローラの Web サーバを再起動する
REST API を示しています。この要求は、要求が送信されたコントローラだけをリセットし、応答は返
しません。

図 6.2 Web サーバを再起動する REST API

Web サーバを再起動すると、現在サポートされている TLS/SSL プロトコルと暗号を取得できます。図
6.3 は、サポートされている TLS/SSL プロトコルと暗号を Web サーバに取得する REST API を示して
います。デュプレックスシステムでは、要求を両方のコントローラに送信する必要があります。

図 6.3 サポートされている TLS/SSL プロトコルと暗号を取得する REST API
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Online Certificate Status Protocol
Online Certificate Status Protocol (OCSP) を使用すると、LDAP over TLS などの TLS 通信を使用する
SANtricity アプリケーションは、OCSP が有効な場合にデジタル証明書のステータスを受信できます。
アプリケーションは、要求された証明書が有効であるか、失効しているか、または不明であることを
示す署名付き応答を受信します。

OCSP では、証明書失効リスト (CRL) を必要とせずに、デジタル証明書の現在の状態を判断できます。

既定では、OCSP 証明書の状態チェックは無効になっています。REST API で有効にできます。図 7.1
は、OCSP の構成方法に関する REST API を示しています。

図 7.1 OCSP の構成方法に関する REST API

ご使用の環境に OCSP サーバがある場合、OCSP を構成することを推奨します。
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ネットワークタイムプロトコル
SANtricity System Manager (Settings > System > Synchronize Storage Array Clocks) では、ブラウ
ザを実行しているコンピュータステーション ( 図 8.1 参照 ) と時刻を同期させることにより、ストレー
ジシステムのタイムゾーンおよび日付時刻を手動で設定できます。NTP もサポートしていますが、セ
キュア NTP はサポートしていません。パケットが認証用に暗号で署名される機能を持たないと、NTP
サーバは中間者攻撃を受けやすくなります。

図 8.1 [System Manager] ウィンドウでストレージシステムのクロックを手動で同期する方法

セキュリティを優先する場合は、ストレージシステムのタイムゾーンおよび日付時刻を手動で設定
することを推奨します。
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プロトコルとポートの保護
ソリューションの強化には、オンボックスセキュリティの操作と機能を実行するだけでなく、オフボッ
クスセキュリティメカニズムも含める必要があります。ファイアウォール、侵入防止システム (IPS)、
その他のセキュリティデバイスなどの追加の基盤デバイスを活用して、SANtricity へのアクセスをフィ
ルタリングおよび制限することは、厳格なセキュリティ体制を確立し、維持するための効果的な方法
です。表 9.1 に、SANtricity ソリューションで使用される一般的なプロトコルとポートを示します。こ
の情報は、環境とそのリソースへのアクセスをフィルタリングして制限するための重要な要素です。

表 9.1 一般的なプロトコルとポート

サービス ポート/プロトコル 説明

SSH 22/TCP セキュアシェルログイン

SMTP 25/TCP 簡易メール転送プロトコル

HTTP 80/TCP 管理用 REST インターフェース (8443 にリダイレ
クトする )

NTP 123/UDP ネットワークタイムプロトコル

SNMP 161/UDP 簡易ネットワーク管理プロトコル

SNMP 162/UDP 簡易ネットワーク管理プロトコル

LDAP 389/(UCP/TCP) ローカルディレクトリ

HTTPS 443/TCP 管理 REST インターフェース用のセキュア HTTP

Syslog 515/UDP Syslog サーバ

LDAPS 636/TCP セキュア LDAP

SYMbol 2463/TCP レガシー管理インターフェース

iSCSI 3260/TCP iSCSI ターゲットポート

External Key Mgmt. 5696/TCP 外部キー管理

HTTP 8080/TCP 管理用 REST インターフェース (8443 にリダイレ
クトする )

HTTPS 8443/TCP 管理用 REST インターフェース
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まとめ
攻撃者が脆弱なシステムを探しているため、サイバーセキュリティの脅威は近年、より一般的になっ
ています。このガイドに記載されている推奨事項に従って実装することにより、潜在的な攻撃ベクター
を排除し、攻撃対象を保護することで、ETERNUS AB/HB series ストレージシステムのセキュリティリ
スクを軽減できます。
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付録 A  

セキュリティリソース
脆弱性とインシデントのレポート、セキュリティ対応、およびお客様の機密性に関する情報について
は、富士通サポートにご連絡ください。
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