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はじめに
セキュリティの重要性
脅威はネットワークセキュリティからハードウェアやファームウェアの層へと移っています。そのため、HPE
Gen10 のセキュリティ機能は、ハードウェア、ファームウェア、およびネットワークコンポーネントを不正
アクセスや未承認の使用から保護するために役立ちます。HPE では、ネットワークとデータセンターの最適
なリモートアクセスと制御の組み合わせを導入できるように、HPE Gen10 用の多くの組み込みとオプション
のソフトウェアとファームウェアを提供しています。
HPE Gen10 サーバーは、以下のセキュリティ対応のコンポーネントとともに提供されます。
•

HPE iLO 5
HPE iLO サブシステムは、HPE ProLiant サーバーの標準コンポーネントであり、サーバーセットアップ、
ヘルス監視、電力と温度の最適化、およびリモートサーバー管理を簡素化します。インテリジェントマイ
クロプロセッサー、セキュアメモリ、および専用のネットワークインターフェイスによって、iLO はさま
ざまなレベルの暗号化とセキュリティを提供します。標準のオープンレベル（製品）から連邦情報処理規
格（FIPS）や Commercial National Security Algorithm（SuiteB/CNSA）のセキュリティに至るまで、iLO
によって管理者は、信頼性の高い方法で HPE ProLiant サーバーを既存のセキュリティ環境に統合すること
ができます。

•

Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning は、ProLiant Gen10 サーバーと HPE Synergy コンピュートモジュールに組み込ま
れている単一サーバー展開ツールで、サーバーのセットアップを簡素化し、信頼性のあるサーバーの展開
を実現します。
Intelligent Provisioning は、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよび Hewlett Packard
Enterprise ブランドバージョンの OS ソフトウェアをシステムにインストールし、Service Pack for
ProLiant（SPP）から最適化されたサーバーサポートソフトウェアを統合します。Intelligent Provisioning
には、iLO が提供するセキュリティ設定の範囲を含む、HPE iLO 5 の別の構成方法もあります。

•

Smart Update Manager（SUM）
SUM はファームウェアとドライバーのメンテナンス用のツールで、ユーザーのニーズに対する柔軟性と適
応性を高めるために、ブラウザーベースの GUI やスクリプト可能なコマンドラインインターフェイスが用
意されています。SUM には検出エンジンが組み込まれており、取り付けられているハードウェアや、ター
ゲットノードで使用中のファームウェアとソフトウェアの現在のバージョンを検出します。SUM は、相互
依存性の問題を回避するために、同時に更新できる、関連ターゲットを特定します。SUM は、アップデー
トを正しい順序で展開します。また、アップデートの展開前にすべての依存関係が満たされていることを
確認します。SUM は、解決できないバージョンベースの依存関係を見つけた場合、展開を行いません。

•

UEFI システムユーティリティ
UEFI システムユーティリティは、システム ROM に内蔵されています。UEFI（Unified Extensible Firmware
Interface）は、起動中またはスタートアップ中のオペレーティングシステムとプラットフォームファーム
ウェア間のインターフェイスを定義します。UEFI は、高度な起動前ユーザーインターフェイスと拡張され
たセキュリティの制御をサポートしています。セキュアブートなどの機能を使用することにより、プラッ
トフォームのベンダーは、OS によらず起動前の環境でシステムを保護するアプローチを実装することが
できます。ROM ベースセットアップユーティリティ（RBSU）とその他の構成オプションは、UEFI シス
テムユーティリティから利用できます。
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HPE Gen10 プラットフォームのセキュリティ機能とライセンス
HPE iLO のライセンス
iLO は 3 つのライセンスレベルで使用でき、それぞれがますます高度な機能を提供しています。
•

iLO Standard — iLO のすべてのインストールで利用できるデフォルトの無料のライセンスです。業界標
準のセキュリティ機能が含まれています。また、サーバーは、iLO を使用するすべての Gen10 サーバーで
標準の、新しいハードウェアの Root of Trust によって保護されます。

•

iLO Advanced — このライセンスは、安全なリモート管理を含む高度なセキュリティ機能を提供していま
す。また、ディレクトリ統合、Common Access Card サポート（CAC または Smartcard サポートとも呼
ばれる）、およびディレクトリサービスに対する Kerberos 認証も含まれます。

•

iLO Advanced Premium Security Edition — このライセンスには、ファームウェアの自動リカバリ、ラ
ンタイムファームウェア検証、Commercial National Security Algorithm Suite（CNSA Suite）のサポートな
どの、高度なセキュリティ機能が含まれています。CNSA は、NIST によって定義された NSA 認定の一連
のアルゴリズムです。

詳しくは、HPE iLO Licensing Guide（http://www.hpe.com/support/iLOLicenseGuide-en）または http://
www.hpe.com/servers/iloadvanced を参照してください。

HPE Gen10 製品のセキュリティ機能
Hewlett Packard Enterprise のセキュリティ機能は、セキュリティの連鎖の中のあらゆるリンクが効果的なセ
キュリティ保護を実現できるよう、Gen10 プラットフォームおよび関連するハードウェア環境のハードウェ
アとファームウェアのセキュリティを継続的に向上させることによって、ファームウェアに対する攻撃などの
課題に対応するように設計されています。
HPE では、セキュリティ環境の 3 つの重要な柱（保護、検出、リカバリ）のセキュリティレベルの向上に重
点を置いているため、サーバーハードウェアインフラストラクチャが脅威から保護されていること、あらゆる
潜在的な脆弱性がすばやく対処されることを確信していただけます。
iLO 5 が搭載された HPE ProLiant Gen10 サーバーとその Silicon Root of Trust は、ハードウェア自体から認証
を行い、UEFI と OS を完全に初期化する前に一連の高信頼性ハンドシェイクを実行するサーバーのブートプ
ロセスを実行します。Silicon Root of Trust は、以前は検出できなかった侵害されたファームウェアまたはマ
ルウェアの検出を可能にします。iLO 5 の高度な機能によって、毎日のファームウェアの自動スキャンと信頼
のおける良好な状態への自動リカバリを実現できます。Gen10 のセキュリティ機能と選択したサーバーのオ
プションを組み合わせることで、耐障害性のある強化された業界標準のサーバーインフラストラクチャを設計
することができます。

HPE iLO 5 のセキュリティ機能
HPE iLO 5 には、以下のセキュリティ機能があります。
•

不正アクセスの防止

•

フラッシングの防止

•

保護された管理 ROM

•

保護された PCI バス

•

ホストアクセス構成ロック

•

ネットワークと管理ポートの制御

•

セキュリティオーバーライドスイッチ

•

Trusted Platform Module および Trusted Module

HPE Gen10 プラットフォームのセキュリティ機能とライセンス
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•

DMZ ゾーンへの準拠

•

iLO とサーバーブレード間の安全な通信

•

効率的なセキュリティ監査を可能にする広範なログ機能

詳しくは、HPE Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で入手できる HPE iLO 5
ユーザーガイドを参照してください。

不正アクセスの防止
iLO ポータルを介したアクセスには、認証、認可、データ整合性、およびセキュリティキーを含むマルチレイ
ヤーのセキュリティプロセスが関与しています。iLO ファームウェアはプライベートキーを使用してデジタ
ル署名されており、不正なファームウェアは実行できません。
認証
Kerberos などの識別情報の検証方式を使用して、ネットワーク接続のもう一方の端にいる対象を判断しま
す。認証は、ローカルで実行したり、Active Directory、SSO、Smartcard などの認証方式を使用するディ
レクトリサービスを介して実行したりできます。
認可
特定のアクションを実行しようとするユーザーが、そのアクションを実行する権限を持っているかどうか
を判断します。ローカルアカウントを使用して個別の iLO ユーザーを定義し、そのサーバーアクセス権限
を変えることができます。ディレクトリサービスを使用して、数千ものユーザーとシステム管理ロールを
サポートしているスケーラブルな中央データベースで、ネットワークのユーザーアカウントとセキュリテ
ィポリシーを維持します。
データ整合性
受信したコマンドまたはデータが変更されていないことを検証します。iLO は、デジタル署名と、iOS お
よび Android で使用可能な信頼済みの.NET、Java、および iLO モバイルアプレットを使用します。
セキュリティキー
機密データおよびトランザクションの機密保持を管理します。iLO は、Web ページの TLS による暗号化、
およびリモートコンソールと仮想シリアルポートデータの AES による暗号化を介してプライバシーを保
護します。最高の暗号化方式（AES など）のみの使用を許可するように iLO を構成できます。iLO はセキ
ュリティのレイヤーと業界標準方式を使用して、サーバーに安全にアクセスします。たとえば、iLO の暗
号化キーは、128 ビットの最小キー長を使用し、業界標準に準拠しています。高度な暗号化モードが使用
されていない場合、iLO はより強度の弱いキーまたはアルゴリズムをネゴシエートすることがあります。

フラッシングの防止
フラッシングは永続的なサービス拒否（PDOS）攻撃です。理論的に、PDOS 攻撃はネットワークベースのフ
ァームウェアの更新中に脆弱性を利用する場合があります。PDOS 攻撃を受けてインストールされた不正な
ファームウェアは、許可されていないサーバーアクセスや、恒久的なハードウェアの損傷を引き起こす可能性
があります。
iLO は、以下の保護機能を提供します。
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•

承認されたファームウェア更新 ― iLO ファームウェアイメージは、4096 ビットのプライベートキーでデ
ジタル署名されています。ブートブロックは、iLO がリセットされるたびにデジタル署名を確認します。
iLO は、ファームウェアの更新を許可する前にデジタル署名を確認します。リモートのフラッシングには、
オプションの Two-Factor 認証を含むログイン認証と承認が必要です。

•

暗号化されていないポート ― iLO はポートの暗号化ステータスを明確に定義します。暗号化されていな
いポート（IPMI など）へのアクセスを無効にできます。iLO にアクセスするには、パスワードを無効にす
る場合を除き、パスワードが必要です。

•

認証と監査トレール ― iLO では、すべてのインターフェイスでの認証の失敗と成功のログが作成されま
す。SSH キー認証により、ブルートフォースアタックの成功の可能性をかなり低くすることができます。

不正アクセスの防止

保護をさらに強化するため、iLO 5 では 2048 ビットの DSA または RSA キーを使用し、SuiteB のセキュリ
ティ状態では ECDSA 384 ビットのキーを必要とします。
•

ログイン失敗時の遅延 ― iLO は、すべてのログイン動作を取得します。ブルートフォースアタックおよび
ディクショナリアタックを妨げるため、失敗するログイン試行中にタイミングを漸進的に遅延します。

•

重要なセキュリティパラメーターのアクセスと変更の制限 ― iLO は、ユーザーアカウント、ログの変更、
証明書など、多くのセキュリティパラメーターの変更を記録します。これにより、情報への潜在的な不正
アクセスをトレースできます。

保護された管理 ROM
iLO ファームウェアイメージの署名チェックは 2 種類あります。1 つは iLO のフラッシュデバイスにプログ
ラムされる前に新しいイメージを検証すること、もう 1 つは iLO のブート時にこのイメージの整合性をチェ
ックすることです。

イメージの検証
イメージ全体が SHA512 でハッシュされ、Hewlett Packard Enterprise の RSA 4096 ビットプライベートキー
を使用して署名されます。この署名ブロックは、ファームウェアのバイナリイメージの先頭に追加されます。
ファームウェアの更新を実行する場合、ハッシュは Hewlett Packard Enterprise のパブリックキーを使用して
現在実行中の iLO ファームウェアによって復号化されます。このハッシュはイメージ全体のハッシュと比較
されます。一致している場合、ファームウェアの更新は続行可能です。署名ブロックは破棄されます。

ブート時の整合性チェック
ブート時に、各要素の署名が検証された後に、要素の実行を許可します。iLO が完全に起動されるまで、前の
要素が次の要素を確認します。
イメージが壊れていて起動しない場合は、iLO が自動的にシステムリカバリセットのバックアップイメージか
ら復旧します。
iLO ファームウェアイメージの各要素（カーネルなど）も署名されています。これらの整合性署名は、フラッ
シュプロセス中に破棄されません。

保護された PCI バス
iLO は、メモリとファームウェアに保存されたキーとデータを保護し、PCI バス経由のキーへの直接アクセス
を許可しません。

ホストアクセス構成ロック
iLO 5 のセキュリティ状態が「高度なセキュリティ」以上に設定されている場合、ホストのオペレーティング
システムから iLO へのアクセスは、ホストアクセス構成ロックを使用して構成の変更を防ぐことができます。
RIBCL または IPMI を使用する場合、ロックが有効な間は権限レベルが不十分であるとのエラーで応答します
（なお IPMI の場合、いずれのコマンドにもセッションのログインが必要であり、ロックが有効な場合に取得で
きる最大の権限レベルを設定することができます。）

ネットワークポートとマネジメントポート
iLO のファイアウォールおよびブリッジロジックによって、iLO マネジメントポートとサーバーの Ethernet ポ
ートとの間の接続ができません。共有ネットワークポート（SNP）を使用しても、iLO は自身の 10/100/1000
Ethernet ポートとサーバーの Ethernet ポートとの間のトラフィックをブリッジできません。このため、サー
バーネットワークでの攻撃が iLO を危険にさらすことはありません。その逆も同様です。

共有ネットワークポート
iLO を搭載するほとんどの ProLiant ML および DL サーバーは、SNP をサポートしています。ご使用の
ProLiant サーバーが SNP をサポートしているかどうかを確認するには、サーバーのドキュメントを参照して

保護された管理 ROM
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ください。Hewlett Packard Enterprise は、HPE BladeSystem サーバーのブレードまたは Synergy システム上
では SNP をサポートしていません。
SNP では、iLO マネジメントトラフィックは、もう 1 つ別のポートを専用で iLO マネジメントトラフィック
に割り当てるのではなく、サーバー NIC 上でのサイドバンド接続を可能にします。iLO のトラフィックはサー
バーの OS トラフィックとポートを共有しますが、iLO とサーバー NIC の両方で、独自の MAC と IP アドレ
スを持ちます。これにより、他のデバイスは確実に iLO のアドレスを個別に指定できます。このことは、管理
および本番の両方のトラフィックを処理するために 1 つのネットワークインフラストラクチャを設置して維
持する場合の利点です。

一般的なネットワーク
アクセス

共有ネットワーク
ポートアクセス

専用ネットワーク
アクセス
管理ネットワーク

企業/管理ネットワーク

標準
Gigabit
ポート

企業/管理ネットワーク

iLOマネ
ジメント
ポート

標準
Gigabit
ポート

サーバー

iLOマネ
ジメント
ポート

サーバー

企業ネットワーク

標準
Gigabit
ポート

iLOマネ
ジメント
ポート

サーバー

図 1: 共有および専用のネットワークのトラフィックパス

仮想 LAN での共有ネットワークポート
仮想 LAN（VLAN）タグを実装すると、iLO SNP セキュリティが強化されます。VLAN タグを有効にすると、
iLO SNP は仮想 LAN の一部になります。VLAN は、ネットワークトラフィックをセグメントに分離する論理
ネットワークです。作成したルールに従って、あるセグメントのトラフィックは別のセグメントに入らないた
め、セキュリティが向上します。物理的に同じ LAN に接続されている場合でも、同じ VLAN タグを持つすべ
てのネットワークデバイスが、独立した LAN にあるかのように表示されます。SNP NIC は、Ethernet フレー
ムで VLAN ID を調べて、その ID の設定値と比較します。両者が一致している場合、SNP は VLAN タグのフ
レームを除去して iLO に転送します。一致しない場合、SNP はそのフレームをサーバーに転送します。SNP
NIC は、すべての送信 Ethernet フレームに VLAN タグを挿入します。

セキュリティオーバーライドスイッチ
iLO のすべてのセキュリティ認証チェックを無効にするには、セキュリティオーバーライドスイッチをオンに
します。これにより、以下のタスクにアクセスできます。
•

ROM ベースセットアップ（RBSU）が無効な場合でも、RBSU を介して iLO を再構成します。

•

認証情報なしで iLO にログインします。
重要:
iLO が高度なセキュリティモード以上の場合、セキュリティオーバーライドスイッチは認証情報なしで
は iLO へのログインを許可しません。
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セキュリティオーバーライドスイッチ

Trusted Platform Module および Trusted Module
Trusted Platform Module および Trusted Module は、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安全に格
納するコンピューターチップです。iLO 概要ページに以下の TPM ステータスまたは TM ステータス情報が表
示されます。
•

未サポート ― TPM または TM はサポートされていません。

•

存在しません ― TPM または TM は取り付けられていません。

•

装着: 有効 ― TPM が取り付けられていて、有効になっています。

TPM または TM のモジュールがサーバーに取り付けられている場合は、モジュールタイプが表示に追加され
ています。モジュールタイプは、TPM が取り付けられているかサポートされているかを示すステータス、ま
たはサポートされているモジュールのバージョンを示すステータスのいずれかを表示します。
•

TPM 1.2

•

TPM 2.0

•

TM 1.0

•

未指定

•

未サポート

DMZ 内での iLO のサーバーの動作
一般的に、インターネットに接続されたアーキテクチャーは、より安全性が高い非武装地帯（DMZ）を持ち
ます。DMZ ゾーンは、企業サーバーとインターネットの間に位置します。DMZ ゾーンには、企業とインター
ネット間の領域にトラフィックの流れを限定するファイアウォールがあるのが一般的です。ファイアウォー
ルを介して、一般に利用可能なインターネットサービスを提供するサーバーにアクセスする場合があります。
ただし、内部ネットワーク上でこれらのサービスにアクセスすることはできません。より安全なこのゾーン
は、内部ネットワークから分離された、外部の攻撃に備えて強化された領域を提供します。DMZ のセキュリ
ティ面の課題に対処する際は、重要なセキュリティ要件と、効率的な管理やシステムメンテナンスの必要性と
の間でバランスを取る必要があります。

Trusted Platform Module および Trusted Module
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図 2: DMZ の構成例
iLO は、プライマリまたは本番環境ネットワークと並行して、独立したセカンダリネットワーク上に存在する
ことができます。このデュアルネットワークアーキテクチャーでは、本番環境ネットワークのトラフィックか
ら管理トラフィックを分離します。分離することによって、DMZ 内のサーバーを含むグループサーバー管理
アクティビティを行うことができます。本番環境ネットワークへのアクセスを制限することによって、最大限
のセキュリティが維持されます。
この図は、最初の防御線として機能するパケットフィルタリングルーターを示しています。このルーターの後
ろにあるのがファイアウォールです。インターネットまたは外部ルーターから内部ネットワークに直接接続
されていません。内部ネットワーク間のトラフィックは、すべてファイアウォールを通る必要があります。追
加したルーターでは、DMZ 内のパブリックサービスを宛先とするパケットをフィルタリングしたり、パブリ
ックアクセスから内部ネットワークを保護したりします。
ファイアウォールは、トラフィックの発信元と宛先で異なるルールに基づいてトラフィックを評価するように
構成できるサーバーです。
•

インターネットから DMZ に

•

DMZ からインターネットに

•

インターネットから内部ネットワークに

•

内部ネットワークからインターネットに

•

DMZ から内部ネットワークに

•

内部ネットワークから DMZ に

DMZ 内および内部ネットワーク上のサーバーでは、iLO プロセッサーを使用できます。DMZ ネットワークと
iLO ネットワーク間にデータフローはありません。iLO へのネットワーク接続は、サーバー上のネットワーク
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ポートから完全に分離されています。DMZ ネットワークが危険にさらされたとしても、iLO ネットワークの
安全は維持されます。この分離により、機密データを損なうことなく、DMZ 内または内部ネットワーク内に
あるサーバーで iLO を使用できます。管理者は、専用の NIC または SNP を VLAN で使用することで、この分
離を実現します（セクション共有ネットワークポート(13 ページ)を参照してください）。

iLO とサーバーブレードまたは Synergy システム間の通信
HPE BladeSystem アーキテクチャーでは、単一のエンクロージャーで複数のサーバーを保持します。独立し
た電源サブシステムは、そのエンクロージャー内のすべてのサーバーに電源を供給します。ProLiant c-Class
サーバーブレードおよび Synergy システムでは、iLO を使用してアラートおよび管理情報をサーバーブレード
インフラストラクチャ全体に送信します。
サーバーまたはシステムのコンポーネント間には厳密な通信階層があります。Onboard Administrator（OA）
の管理モジュール（または Synergy の FLM - フレームリンクモジュール）は、各サーバーブレードまたは
Synergy システム上の iLO プロセッサーと通信します。OA モジュールまたは FLM は、独立した IP アドレス
を提供します。iLO デバイスも、独立した IP アドレスを保持します。iLO ファームウェアは、iLO から OA モ
ジュールまたは FLM へのすべての通信を独占的に制御します。iLO プロセッサーまたは OA モジュール/FLM
からサーバー NIC への接続はありません。iLO プロセッサーは、インフラストラクチャ内にある他のサーバー
ブレード/システムの存在に関する情報、および起動するために必要な電流が電源サブシステムから供給でき
るかどうかに関する情報を保持しているだけです。エンクロージャーの背面にある 1 つの物理ポートが、サー
バーブレードまたは Synergy システム上の iLO ネットワーク接続にアクセスできます。これにより、配線が
簡素化および削減されます。

セキュリティ監査
企業のポリシーにより、定期的なセキュリティ監査が求められる場合があります。iLO は、iLO の構成および
操作で発生したイベントに関連する、日付および時刻のスタンプが付いた情報を含むイベントログを保持しま
す。iLO ブラウザーインターフェイスの System Status タブを介して、手動でこのログにアクセスできます。
また、HPE RESTful API コマンドと RESTful コマンドを使用すると、自動化テストをセットアップしたり、
日付/時刻ごとに、およびセキュリティイベントに関する情報にアクセスできる認証済みユーザーごとに、イ
ベントログを解析する抽出プロセスをセットアップしたりできます。

セキュリティ脆弱性スキャナーと iLO
セキュリティ脆弱性スキャナーは、調査および対処が必要な脆弱性を調査するための、サーバー環境で一般的
に使用されるツールです。iLO チームは、iLO ファームウェアのリリースごとに、弊社の品質研究所でセキュ
リティ脆弱性スキャナーを使用します。セキュリティ脆弱性スキャナーの使用に関連する、既知の問題とベス
トプラクティスがあります。組織のビジネス要件によって脆弱性スキャンが必要とされる場合は、iLO 5 のセ
キュリティ状態を高度なセキュリティ以上に設定することがセキュリティのベストプラクティスであること
を覚えておいてください。
ベストプラクティスは、本番環境に展開する前に、ラボ環境で新しいバージョンのセキュリティ脆弱性スキャ
ナーをテストすることです。定義により、セキュリティ脆弱性スキャナーは既知または疑いのある脆弱性のイ
ンターフェイスを調査しています。実際には、スキャナーはテスト対象のインターフェイスのハッキングを試
みています。この操作は、スキャン対象のシステムの安定性に悪影響を与える可能性があります。このため、
小規模な範囲から始めて、さらに広い範囲、そして本番環境へと移すことが賢明です。
ほとんどのセキュリティ脆弱性スキャナーが特定する既知の問題がいくつかあります。これらの項目は、以下
のセクションに一覧表示されており、修復の推奨事項が含まれています。示されている問題の多くは、iLO 5
のセキュリティ状態を高度なセキュリティまたはそれ以上に設定することによって解決されます。
参照ドキュメント、HPE iLO 5 ユーザーガイド、および HPE iLO 5 スクリプティング/コマンドラインガイド
は、HPE Information Library（http://www.hpe.com/info/ilo/docs）にあります。
iLO RESTful API のドキュメントは、https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs/にあります。
RESTful インターフェイスツールのドキュメントは、https://hewlettpackard.github.io/python-redfishutility/にあります。

iLO とサーバーブレードまたは Synergy システム間の通信
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X.509 証明書のサブジェクト CN がエンティティ名と一致しない
デフォルトの自己署名の SSL 証明書を、認証機関によって署名された証明書と置き換えてください。iLO が
工場から出荷される時点では、お客様のサーバーの DNS 名と IP アドレスは不明です。そのため、iLO は自己
署名の証明書を使用します。iLO ファームウェアは、お客様が自身のシステムに合った署名済み証明書を要求
または作成するために使用できる証明書署名リクエスト（CSR）を作成する機能を提供します。その後、こ
の署名済み証明書を iLO にインポートできます。
これは、HPE iLO 5 ユーザーガイドに記載されています。
iLO の XML スクリプティングを使用するか、RESTful インターフェイスツールと iLO RESTful API を使用す
ることで、CSR プロセスを実行することもできます。特定の XML スクリプティングコマンドは iLO スクリプ
ティング/コマンドラインユーザーガイドに記載されており、RESTful インターフェイスツールおよび iLO
RESTful API のドキュメントは GitHub サイトで入手できます。

IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証 HMAC パスワードハッシュの暴露
IPMI 仕様で要求される IPMI ハンドシェイクは、より安全でなければなりません。iLO 5 では IPMI はデフォル
トで無効になっています。積極的に IPMI を使用していないお客様の場合、IPMI over LAN インターフェイス
を無効のままにしておくことをお勧めします。代わりに、IPMI over LAN 機能の代替機能として、iLO RESTful
API（プログラムインターフェイス）および業界標準の「Redfish」を使用することをお勧めします。
•

この問題に関するセキュリティ報告は、http://www.hpe.com/support/iLO234-SB-CVE-2013-4786 にあり
ます。

•

IPMI の有効化/無効化は、iLO 5 ユーザーガイドに記載されています。

•

IPMI の有効化/無効化は、iLO の XML スクリプティングを使用しても実行できます。その内容は iLO スク
リプティング/コマンドラインガイドに記載されています。

IPMI を使用する必要がある場合に再度有効にすると、この問題が露見します。iLO RESTful API および
RESTful インターフェイスツールについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/redfish または GitHub レポジ
トリを参照してください。

TLS/SSL サーバー X.509 証明書が信頼されていない
デフォルトの自己署名の SSL 証明書を、認証機関によって署名された証明書と置き換えてください。iLO が
工場から出荷される時点では、お客様のサーバーの DNS 名と IP アドレスは不明です。そのため、iLO は自己
署名の証明書を使用します。iLO ファームウェアは、お客様が自身のシステムに合った署名済み証明書を要求
または作成するために使用できる証明書署名リクエスト（CSR）を作成する機能を提供します。その後、こ
の署名済み証明書を iLO にインポートできます。
RESTful インターフェイスツールと iLO RESTful API を使用するか、iLO の XML スクリプティングを使用す
ることで、CSR プロセスを実行することもできます。

IPMI 1.5 GetChannelAuth レスポンス情報の暴露
これは IPMI プロトコルの HPE のサポートに基づく仮想的な脆弱性です。iLO 自体は、この脆弱性の影響を受
けやすくありません。この脆弱性レポートは、RAKP の脆弱性の説明に従って IPMI を無効にすることで抑止
できます。

TCP シーケンス番号予測の脆弱性
iLO は TCP シーケンス番号のランダム化を使用しており、TCP シーケンス番号予測攻撃に対する抵抗性があ
ります。iLO はこの脆弱性の影響を受けやすくありません。

IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証ユーザー名の暴露
IPMI 仕様では、あらかじめ認証されたクライアントが構成済みのユーザー名の存在を確認できます。デフォ
ルトのユーザー名を変更することをお勧めします。さらに、積極的に IPMI を使用していない場合は、RAKP
の脆弱性の説明に従ってインターフェイスを無効にすることをお勧めします。
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脆弱な暗号化キー
この脆弱性は、iLO 5 のセキュリティ状態を高度なセキュリティに設定することで対処できる場合がありま
す。これには、iLO がより強度の強い暗号を使用する必要があります。
この脆弱性は、デフォルトの SSL 証明書を使用している場合も報告されます。上記で説明したように、証明
書署名要求を作成して、CA の署名付き証明書をインポートすることで解決されます。
RESTful インターフェイスツールと iLO RESTful API を使用するか、iLO の XML スクリプティングを使用す
ることで、CSR プロセスを実行することもできます。

TCP タイムスタンプ応答
これは標準の TCP 動作です。この動作は、理論的にシステムの稼動時間を見積もるために使用できるため、
さらなる攻撃に利用される可能性があります。CVE 脆弱性評価は 1 であり、非常に低くなっています。

ファームウェア検証
ファームウェア検証ページでは、オンデマンドスキャンを実行したり、スケジュールされたスキャンを実施で
きます。検出された問題に対応するには、結果を記録するのか、それとも結果を記録してリカバリインストー
ルセットを使用する修復アクションを開始するのかを選択します。
スキャン結果に応じて、情報は Active Health System ログとインテグレーテッドマネジメントログに記録され
ます。
次のファームウェアタイプがサポートされています。
•

iLO ファームウェア

•

システム ROM（BIOS）

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）

•

サーバープラットフォームサービス（SPS）ファームウェア

•

イノベーションエンジン（IE）ファームウェア

ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアアップデートをインストールしたり、iLO レポジト
リにファームウェアをアップロードしたりすることはできません。
サポートされる管理ツールがシステムリカバリイベントをリスンするように構成されている場合は、リカバリ
イベントをこのページから送信できます。

ファームウェア検証スキャンの実行
前提条件
•

iLO 設定の構成特権

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。
2. スキャンを実行をクリックします。
ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアアップデートをインストールしたり、iLO レポ
ジトリにファームウェアをアップロードしたりすることはできません。

ファームウェア検証
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スキャン結果がページの上部に表示されます。
障害が発生した場合、ファームウェア検証ページのファームウェアの状態が障害/オフラインに変わり、シ
ステムヘルスのステータスがクリティカルに変わり、イベントが IML に記録されます。ファームウェア検
証スキャン機能がログおよび自動的に修復に構成されている場合は、障害が発生したファームウェアはフ
ラッシュされます。成功すると、ファームウェアの状態とシステムヘルスのステータスが更新され、IML
イベントは修正済みステータスに変わります。
自動修復が構成されていない場合は、手動で修復を実行する必要があります。詳しくは、iLO のユーザー
ガイドを参照してください。

ファームウェア検証設定の構成
前提条件
•

iLO 設定の構成特権

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。
2. スキャン設定アイコン

をクリックします。

3. バックグランドスキャンを有効を有効または無効の状態に設定します。
4. 整合性障害のアクションを選択します。
5. スキャン間隔を日数で設定します。
有効な値は 1～365 日です。
6. 送信をクリックします。

ファームウェア検証スキャンオプション
•

バックグランドスキャンを有効 - ファームウェア検証スキャンを有効または無効にします。有効なとき、
iLO がサポート対象のインストールファームウェアでファイル破損をスキャンします。

•

整合性障害のアクション - ファームウェア検証スキャン中に問題が見つかったとき iLO が実行するアクシ
ョンを決定します。
◦

結果を記録するには、ログのみを選択します。

◦

結果を記録して修復アクションを開始するには、ログおよび自動的に修復を選択します。
サポート対象のファームウェアタイプについて問題が検出された場合、iLO が保護されたインストール
セットで影響を受けるファームウェアタイプがあるかを調べます。デフォルトでは、このセットはリカ
バリセットです。ファームウェアイメージを使用可能な場合、iLO がそのファームウェアイメージをフ
ラッシュして修復を完了します。

•
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スキャン間隔（日数） - バックグラウンドスキャン頻度（日数）を設定します。有効な値は 1～365 です。
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ファームウェアヘルスステータスの表示
前提条件
この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサポ
ートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs
手順
管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

ファームウェアヘルスステータスの詳細
サポートされる各ファームウェアタイプについて、次の情報が表示されます。
ファームウェア名
インストールされているファームウェアの名前。
ファームウェアバージョン
ファームウェアバージョン。
ヘルス
ファームウェアのヘルスステータス。
状態
ファームウェアのステータス。値には、以下のものがあります。
•

有効 - ファームウェアは検証されており、有効です。

•

スキャニング - ファームウェア検証スキャンが進行中か、起動しようとします。

•

フラッシング—ファームウェアアップデートが進行中です。

•

障害/オフライン - ファームウェアは検証できず、修復されませんでした。

リカバリセットバージョン
システムリカバリセットのファームウェアのバージョン。
このファームウェアタイプがシステムリカバリセットにない場合や、システムリカバリセットがない場合
は、未装着が表示されます。

HPE Gen10 UEFI のセキュリティ機能
HPE Gen10 サーバーには以下の機能があります。
•

電源投入時パスワード

•

管理者パスワード

•

セキュアブートおよびアドバンストセキュアブート（PK、KEK、DB/DBX オプションを含む）

•

TLS（HTTPS）ブート

•

TPM 1.2 および 2.0

•

インテル TXT サポート

•

ワンタイムブート

®

HPE Gen10 UEFI のセキュリティ機能
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•

Intelligent Provisioning（F10 プロンプト）の無効化

•

プロセッサー AES-NI サポート

•

その他の UEFI のセキュリティ関連のオプションは次のとおりです。
◦

セキュアスタート

◦

No-Execute メモリ保護

◦

セキュアブート

◦

SATA セキュア消去

◦

UEFI オプション ROM 測定

Intelligent Provisioning のセキュリティ機能
Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning は、ProLiant サーバー、および HPE Synergy コンピュートモジュールに組み込まれた
単一サーバーの展開ツールです。Intelligent Provisioning によって、サーバーのセットアップがシンプルにな
り、信頼性が高く一貫した方法でサーバーを展開できます。
Intelligent Provisioning は、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよび Hewlett Packard Enterprise
ブランドバージョンの OS ソフトウェアをシステムにインストールします。Intelligent Provisioning は、
Service Pack for ProLiant（SPP）に含まれている最適化されたサーバーサポートソフトウェアを統合するた
めにシステムも準備します。SPP は、ProLiant サーバーとサーバーブレードおよびそれらのサーバーを収納
するエンクロージャー、ならびに HPE Synergy コンピュートモジュール向けの包括的なシステムソフトウェ
アおよびファームウェアソリューションです。これらのコンポーネントには、ファームウェアコンポーネント
と OS コンポーネントの基本的なセットがプリロードされています。これらのコンポーネントは、Intelligent
Provisioning とともにインストールされます。
重要:
HPE ProLiant XL サーバーは、Intelligent Provisioning によるオペレーティングシステムのインストール
はサポートしませんが、メンテナンス機能はサポートします。詳しくは、Intelligent Provisioning ユーザ
ーガイドの「メンテナンスの実行」およびオンラインヘルプを参照してください。
サーバーの実行後、ファームウェアをアップデートすると、追加コンポーネントをインストールできます。サ
ーバーの製造時以降のすでに古くなったコンポーネントをアップデートすることもできます。
Intelligent Provisioning にアクセスするには、次のようにします。
•

POST 画面から F10 を押します。

•

ILO Web ブラウザーユーザーインターフェイスで、Always On を使用します。Always On を使用すると、
サーバーを再起動せずに Intelligent Provisioning にアクセスすることができます。

iLO を使用した Intelligent Provisioning のセキュリティ
Intelligent Provisioning のセキュリティ機能は、iLO のセキュリティ設定によって異なります。Intelligent
Provisioning にアクセスするには、サーバーを再起動してブートプロセス中に適切なキーを押すか、iLO 5 を
介して Intelligent Provisioning の Always On 機能を使用する必要があります。
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•

リモートアクセスは、必要な認証情報および設定可能な変数のレベルの暗号化を使用して、iLO によって
制御されます。ユーザーが Intelligent Provisioning の Always On 機能を起動するには、ホスト BIOS およ
びリモートコンソールの iLO 権限が必要です。

•

サーバーへの物理的アクセスは、組織の物理的なセキュリティメカニズムの機能です。

Intelligent Provisioning は、HPE iLO で使用できる FIPS モードなどのセキュリティモードをサポートしてお
り、TPM 要件に準拠しています。

UEFI を使用した Intelligent Provisioning のセキュリティ
Intelligent Provisioning へのアクセスは、UEFI/BIOS 設定によって削除できます。使用できる設定の「サーバ
ーセキュリティ」の部分で設定可能なオプションによって、ブートプロセス中に F10 キーを無効にすること
ができます。詳しくは、UEFI 構成のセキュリティを参照してください。

iLO Amplifier Pack のセキュリティ機能
iLO Amplifier Pack は、iLO Advanced の機能を活用して迅速な検出、詳細なインベントリレポート、およびフ
ァームウェアとドライバーの更新を可能にする、高度なサーバーインベントリとファームウェアおよびドライ
バーの更新ソリューションです。iLO Amplifier Pack は、ファームウェアとドライバーの大規模更新を目的と
して、サポートされている数千台のサーバーの迅速なサーバー検出およびインベントリを実行します。
iLO Amplifier Pack には、サーバーのセキュリティを保つための詳細なサーバーアラート機能、およびファー
ムウェアの破損を軽減する強力な自動リカバリが含まれています。
iLO Amplifier Pack は、実務より上の iLO セキュリティ状態はサポートしていないのでご注意ください。HPE
セキュリティ機能には発展性があるため、一部の機能はまだ開発段階にあります。今後のリリースでは、さら
に多くの機能が搭載される予定です。

UEFI を使用した Intelligent Provisioning のセキュリティ
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HPE Gen10 の推奨されるセキュリティ設定
Gen10 の組み込みのアプリケーションのセキュリティ関連の機能へのパスと推奨設定については、次の表を
参照してください。
実装するセキュリティレベルを決定するには、組織は、iLO および関連するアプリケーションのセキュリティ
設定と、システムの使用を妨げる不必要に限定的なセキュリティ設定の導入とのバランスを見い出す必要があ
ります。ご使用の環境のデータを保護するニーズと、許可されたユーザーがそのデータに容易にアクセスする
ニーズを比較検討してください。使用可能な推奨されるセキュリティ設定をすべて有効にするのは、組織にと
って最適な方法ではない場合があります。
iLO 5 設定
特長または機能

パス

TPM または TM のステー 情報 > 概要
タス

設定

推奨される設定値

TPM ステータス

読み取り専用

モジュールのタイプ

読み取り専用（TPM また
は TM が存在する場合の
み表示されます）
最小限のアクセスのセキ
ュリティ原則をサポート
する個々のユーザー権限
の設定の範囲で、最大 12
のローカルアカウント

ローカルユーザーアカウ
ントの制御

管理 > ユーザー管理

ローカルユーザーの追
加、編集、および削除

ディレクトリグループア
カウントの制御

管理 > ディレクトリグル
ープ

ディレクトリグループの
追加、編集、および削除

iLO サービス設定

セキュリティ > アクセス
設定

セキュアシェル（SSH）

有効（ポートの設定も必
要）

Web サーバー

有効（非 SSL および SSL
のポート設定も必要）1

リモートコンソール

有効（ポートの設定も必
要）

仮想メディア

有効（ポートの設定も必
要）

SNMP

無効

IPMI/DCMI over LAN

無効

iLO 機能

有効

iLO Web インターフェイ
ス

有効

iLO RIBCL インターフェ
イス

有効（ただし HPE では
iLO RESTful API の使用
を推奨）

iLO アクセスオプション

セキュリティ > アクセス
設定

iLO ROM ベースセットア 有効
ップユーティリティ
iLO RBSU へのログイン
要求

有効

表は続く
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特長または機能

パス

設定

推奨される設定値

POST 中に iLO IP を表示 有効

iLO サービスポート

セキュリティ > iLO サー
ビスポート

仮想シリアルポートログ

有効

XML Reply

無効（ネットワーク上で
iLO を検出可能にする場
合は有効）

シリアルコマンドライン
インターフェイス

有効 - 認証は必要（速度
の設定も必要）

最小パスワード長

8

サーバー名

空白のままにしてホスト
OS で割り当てられるよ
うにする

サーバーの FQDN/IP ア
ドレス

空白のままにしてホスト
OS で割り当てられるよ
うにする

認証失敗ログ

有効-毎回失敗時

認証の失敗時の遅延

10 秒

遅延の前の認証エラー

1 回の失敗では遅延は発
生しない

iLO サービスポート

有効

USB フラッシュドライブ 無効
認証が必要

有効

USB Ethernet アダプタ

無効

SSH キー管理

セキュリティ > セキュア
シェルキー

キーは 2048 ビットの
DSA または RSA（または
SuiteB セキュリティ状態
では ECDSA 384 ビット
キー）である必要があり
ます。

SSH キーを使用すると、
単純なパスワード認証よ
りもセキュリティが向上
します。

ユーザーへの証明書のマ
ッピング

セキュリティ > 証明書マ
ッピング

各ローカルユーザーアカ
ウントには関連する証明
書が必要です。

証明書とともに
Smarcard を使用すると、
単純なパスワード認証よ
りもセキュリティが向上
します。

スマートカード

セキュリティ > CAC/
Smartcard

CAC Smartcard 認証

有効（iLO Advanced のラ
イセンスが必要）

CAC 厳密モード
信頼できる CA 証明書お
よび失効リストのインポ
ート

（オプション）有効
失効リストとともに、少
なくとも 1 つの信頼でき
る CA 証明書をインスト
ールする必要がありま
す。

表は続く

HPE Gen10 の推奨されるセキュリティ設定

25

特長または機能

パス

設定

SSL 証明書の管理

セキュリティ > SSL 証明 証明書のカスタマイズ
書

ディレクトリベースの認
証

セキュリティ > ディレク
トリ

推奨される設定値
iLO ごとに信頼できる
SSL 証明書を作成しま
す。デフォルトの自己署
名証明書は安全ではあり
ません。

LDAP ディレクトリ認証

HPE 拡張スキーマ
（Active Directory が必要）
を使用、またはディレク
トリデフォルトスキーマ
を使用（環境に応じて、
ページ上のすべてのディ
レクトリサーバー設定の
設定も必要）

ローカルユーザーアカウ
ント

環境に応じて、有効また
は無効。

Kerberos 認証

有効（レルム、サーバー
アドレス、サーバーポー
ト、およびキータブファ
イルの設定も必要）

暗号化

セキュリティ > 暗号化

セキュリティ状態

高度なセキュリティ

HPE SSO

セキュリティ > HPE
SSO

シングルサインオン信頼
モード

認証情報による信頼 2

ログインセキュリティバ
ナー

セキュリティ > ログイン
セキュリティバナー

ログインセキュリティバ
ナーを有効

有効（セキュリティメッ
セージの設定も必要）

1 無効の場合、RIBCL、iLO RESTful API、リモートコンソール、iLO フェデレーション、および iLO Web インターフェイ

スに対するアクセスは除外されます。
2 一部の HPE アプリケーションでは、iLO 5 のセキュリティ状態が「高度なセキュリティ」以上に設定されている場合は、

SSO が正常に使用されない場合があります。詳しくは、アプリケーションのドキュメントを参照してください。

UEFI 設定
特長または機能
セキュリティ設定

パス

設定

システム構成 > BIOS/プ 電源投入時パスワードの
ラットフォーム構成
設定
（RBSU） > サーバーセキ
管理者パスワードの設定
ュリティ

推奨される設定値
強力なセキュリティ標準
に準拠するパスワード。
強力なセキュリティ標準
に準拠するパスワードを
設定します。

インテル TXT サポート

有効（システムで使用可
能な場合）

ワンタイムブートメニュ
ー（F11 プロンプト）

無効

Intelligent Provisioning
（F10 プロンプト）
プロセッサー AES-NI サ
ポート

有効
有効

表は続く
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特長または機能

パス

設定

推奨される設定値

バックアップ ROM イメ
ージの認証

有効

システム侵入検知

有効

セキュアブート設定

システム構成 > BIOS/プ セキュアブートの試行
ラットフォーム構成
（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブー
ト設定

有効 1

アドバンストセキュアブ
ートオプション

システム構成 > BIOS/プ
ラットフォーム構成
（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブー
ト設定 > アドバンストセ
キュアブートオプション

HPE ProLiant Gen10 サ
ーバーおよび HPE
Synergy 用 UEFI システ
ムユーティリティユーザ
ーガイドを参照してくだ
さい

TLS（HTTPS）オプショ
ン

システム構成 > BIOS/プ 証明書の表示、登録、削
ラットフォーム構成
除、およびエクスポート
（RBSU） > サーバーセキ の設定。すべての証明書
ュリティ > TLS（HTTPS） の削除、エクスポート、
オプション
またはリセットのコント
ロールも含まれます。

HPE ProLiant Gen10 サ
ーバーおよび HPE
Synergy 用 UEFI システ
ムユーティリティユーザ
ーガイドを参照してくだ
さい

セキュリティの詳細設定

システム構成 > BIOS/プ TLS 接続で許可する暗号
ラットフォーム構成
スイート
（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS（HTTPS） すべての TLS 接続の証明
オプション > セキュリテ 書の検証
ィの詳細設定
ホスト名を厳密にチェッ
ク

TLS 接続で許可する暗号
を選択します。

Trusted Platform Module
オプション

システム構成 > BIOS/プ
ラットフォーム構成
（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > Trusted
Platform Module オプシ
ョン

PK、KEK、DB、DBX、お
よび DBT の設定。すべ
てのキーの削除、すべて
のキーのエクスポート、
またはすべてをデフォル
ト設定にリセットするた
めのコントロールも含ま
れます。

Peer
有効

TLS プロトコルバージョ
ンをサポート

自動

チップセット TPM

有効 2

現在の TPM のタイプ

（読み取り専用）

現在の TPM の状態

（読み取り専用）

TPM 2.0 操作 3

アクションなし

TPM モードスイッチ

TPM 2.0

TPM 2.0 ビジビリティ

隠さない

TPM UEFI オプション
ROM 測定

有効

表は続く
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特長または機能
SATA セキュア消去

パス

設定

システム構成 > BIOS/プ 内蔵 SATA 構成
ラットフォーム構成
（RBSU） > ストレージオ
プション > SATA コント
ローラーオプション

推奨される設定値
セキュア消去をサポート
するには、このオプショ
ンを「SATA AHCI サポー
ト」に設定する必要があ
り、インストールされて
いる SATA ドライブがセ
キュア消去コマンドをサ
ポートしている必要があ
ります。

SATA セキュア消去

SATA セキュア消去機能
を使用可能にするには、
これを有効にします。こ
のコントロールは、セキ
ュア消去機能を起動しま
せん。

iLO 5 機能

有効

iLO 5 構成ユーティリテ
ィ

有効

ユーザーのログインと
iLO 5 構成のための構成
権限が必要

有効

POST 中に iLO 5 IP アド
レスを表示

有効

ローカルユーザー

有効

シリアルコマンドライン
インターフェイスステー
タス

有効

UEFI iLO 5 構成ユーティリティ
iLO 5 構成オプション

システムユーティリテ
ィ > システム構成 > iLO
5 構成ユーティリティ

シリアルコマンドライン
インターフェイス速度
（ビット/秒）
iLO Web インターフェイ
ス

お使いの環境に合わせて
適宜
有効

1 セキュアブートには UEFI ブートモードが必要です。
2 HPE TPM 2.0 Gen10 キットなどの個別の TPM を取り付ける場合は、取り付ける前にこれを無効に設定します。この設定

を無効にする前に、オペレーティングシステムのドキュメントを参照して TPM の使用を停止してください。そうしない
と、データが失われる可能性があります。
3 TPM モジュールが取り付けられている場合は、TPM 2.0 操作と、次の 3 つのオプションのみが表示されます。
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Intelligent Provisioning 設定（サーバーの運用廃止）
特長または機能

パス

設定

推奨される設定値

デバイスの消去

POST 実行中、または iLO
5 から、F10 キーを押し
て、Intelligent
Provisioning > Always
On をクリックします。

すべてのハードディスク
ドライブの消去

有効

不揮発性ストレージの完
全消去

有効

次に、メンテナンスの実
行 > システムの消去およ
びリセットをクリックし
ます

Intelligent Provisioning 環 有効
境設定のクリア

システムメンテナンススイッチ（通常の動作）
特長または機能

パス

設定

推奨される設定値

iLO セキュリティのバイ
パス

シャーシカバーを取り外
す

位置 1

オフ

システム構成ロック

位置 2

オン（構成の完了後）

電源投入時パスワードの
制御

位置 5

オン（最も安全）

デフォルトに戻す

位置 6

オフ

HPE Gen10 の推奨されるセキュリティ設定

29

ハードウェアのセキュリティ
HPE Gen10 サーバーハードウェアのセキュリティ
はじめに
Hewlett Packard Enterprise（HPE）では、そのセキュリティに対する姿勢を絶えず向上させてファームウェ
アに対する攻撃などの課題に対応することに全力で取り組んでいます。そのために、セキュリティの連鎖の中
のあらゆるリンクが、可能な限り最も効果的なサイバーセキュリティの保護を実現できるよう、ProLiant サー
バープラットフォームおよび関連するハードウェア環境のハードウェアとファームウェアのセキュリティを
継続的に向上させています。ProLiant、BladeSystem C-Class、Apollo、および Synergy などの HPE Gen10
プラットフォーム全体に、強化されたセキュリティ機能が組み込まれています。使用可能な初めての最も広範
な実装は HPE ProLiant Gen10 サーバーで行われることになり、現時点では、業界で最も安全なサーバー環境
を構築する理想的なサーバープラットフォームとなっています。
Silicon Root of Trust
HPE は、HPE Gen10 サーバーで、ハードウェアに Silicon Root of Trust を組み込んだ初の業界標準サーバー
を提供しています。Silicon Root of Trust は、既知の良好な状態を確保するため、下位レベルのファームウェ
アから BIOS やソフトウェアに至るまでの一連の信頼済みハンドシェイクを提供します。HPE では、この
Silicon Root of Trust によるサーバーの設計から特定のネットワーキングやストレージのオプションまで、サ
イバー攻撃の防止、検出、復旧に役立つセキュリティ機能を組み込んでいます。
iLO 5 チップセットは、その Silicon Root of Trust によって、かつてないレベルのハードウェアセキュリティ
を実現します。Silicon Root of Trust には次のような特徴があります。
•

シリコンチップハードウェア自体に直接組み込まれています

•

事実上、変更不可能です

•

ファームウェアをサプライチェーンまで遡って認証可能です

•

安全な起動プロセスを実現します

iLO 5 チップセットは Silicon Root of Trust の機能を実行し、チップ製造施設でシリコンハードウェアに組み
込まれる暗号化されたハッシュが含まれています。これにより、ブートプロセスを破壊する可能性のあるマル
ウェア、ウイルス、または侵害されたコードを入り込ませることが事実上不可能になります。iLO ファームウ
ェアが起動するたびにファームウェアの整合性をチェックするのではなく、iLO チップセットシリコンに永続
的に格納されている暗号化ハッシュに一致するかどうかに基づいて、iLO 5 ハードウェアが iLO ファームウェ
アを実行するかどうかを決定します。これらの改善によって、iLO 5 が実行中であればサーバーは信頼できる
ことが保証されます。
システムメンテナンススイッチ
HPE Gen10 サーバーには、次のようなサーバーセキュリティのさまざまな側面を制御する、ハードウェアの
システムメンテナンススイッチが搭載されています。
•

iLO のセキュリティ — このスイッチは、iLO にアクセスするためにパスワードが必要かどうかを制御しま
す。
注記:
このセキュリティスイッチは、iLO が高度なセキュリティモード（製品モード以外のモード）に設定され
ているときに iLO にログインするためのパスワード要件を、無効にしません。

•
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システム構成ロック — オフの場合、このスイッチはシステム構成への変更を許可します。オンの場合、
システム構成はロックされています。

ハードウェアのセキュリティ

•

電源投入時パスワードの制御 — このスイッチは、コールドブートを実行するたびにサーバーがパスワー
ドを要求するかどうかを制御します。オフ（デフォルト）の場合、システムの電源が切断されていてコー
ルドブートを実行するたびに、電源投入時パスワードが必要です。オンの場合、電源投入時パスワードは
無効です。UEFI システムユーティリティでパスワードを設定します。

•

デフォルトに戻す — スイッチがオンの位置にある場合（デフォルトはオフ）、すべての製造時デフォルト
設定が復元されます。ただし、UEFI でセキュアブートを有効にした場合、以下の項目は工場出荷時のデフ
ォルト設定にリセットされません。
◦

セキュアブートは無効にならず、有効のままとなります。

◦

ブートモードがレガシーに設定されている場合でも、ブートモードは UEFI ブートモードのままとなり
ます。

◦

セキュアブートデータベースはそのデフォルトの状態に復元されません。

◦

iSCSI Software Initiator の構成設定はデフォルト設定に復元されません。

システムメンテナンススイッチの仕様について詳しくは、ご使用のサーバーのハードウェアガイドを参照して
ください。
USB ポートの無効化
外部 USB のサポートにより、管理、構成、および診断のために、ローカル接続した USB デバイスを使用で
きます。iLO サービスポートと呼ばれる iLO 専用の特殊な USB ポートにより、iLO に直接アクセスすること
ができます。
セキュリティを強化するには、UEFI システムユーティリティの USB オプションで外部 USB 機能を無効にで
きます。さらに、iLO サービスポートを無効にするには、iLO 5 Web インターフェイスまたは HPE RESTful
API を使用する必要があります。
Trusted Platform Module（TPM）
TPM は、パスワードや暗号化キーなど、プラットフォームの認証に使用可能な情報を安全に保存できる、ハ
ードウェアベースのシステムセキュリティ機能です。Trusted Platform Module は、プラットフォームの認証
に使用される仕掛けを安全に格納します。これらの仕掛けには、パスワード、証明書、暗号鍵などが含まれま
す。また、TPM を使用すると、プラットフォームの測定値を格納してプラットフォームの信頼性を保証する
ことができます。Trusted Platform Module で構成されているサーバーでは、ファームウェアおよびオペレー
ティングシステムは、TPM を使用して、ブートプロセスのすべてのフェーズを測定できます。TPM モジュー
ルオプションの取り付けおよび有効化については、ご使用のサーバーモデルのユーザードキュメントを参照し
てください。
TPM（1.2）は、Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 以降のオペレーティングシステムで使用可能なデー
タ保護機能である Microsoft Windows BitLocker と連動して動作します。BitLocker はユーザーデータを保護
し、システムがオフラインの間に Windows Server を実行するサーバーが改ざんされないようにする場合に役
立ちます。
HPE Gen10 以降のハードウェアは、Windows Server 2016 でのみ TPM 2.0 をサポートします。TPM または
システムボードの損傷を防止するため、一度取り付けた後に TPM をボードから取り外すことはできません。
システム侵入検知
HPE ProLiant Gen10 のすべてのサーバーは、オプションでシャーシへのアクセスカバーにシステム侵入検知
スイッチを追加できます。取り付け後は、シャーシへのアクセスカバーが物理的に開くか取り外されるたび
に、iLO インテグレーテッドマネジメントログ（IML）にイベントが記録されます。また、シャーシ侵入が検
知されるたびに、BIOS にアラートが送信されます。このスイッチと iLO のレポートは、サーバーの電源がオ
ンかオフかに関係なく、サーバーが接続されている限り実行されます。システム侵入検知は UEFI の設定で有
効または無効にすることができます。

ハードウェアのセキュリティ
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シャーシタグ
HPE サーバーには、製造時にシャーシに情報タグが取り付けられていて、サーバーに関連するデフォルトの
アクセス情報が示されています。シャーシによっては、シャーシの底面や前面の特殊なプルタブにあるステッ
カーなど、複数取り付けられている場合があります。正確な位置については、サーバーのハードウェアマニュ
アルを参照してください。
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ハードウェアのセキュリティ

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラク
ティス
HPE Gen10 サーバーの組み込みのソフトウェアとファームウェアには、サーバー配備を常に安全な状態に保
つための多くの機能が含まれています。Gen10 サーバー配備のセキュリティには、次の領域が含まれます。
•

物理的アクセス

•

構成

•

リモート管理

•

設定可能なセキュリティモード

•

プロトコル、ディレクトリ統合、アクセス制御、および監査

•

UEFI、パスワード、および TPM

•

ファームウェアの更新

物理的アクセスのセキュリティ
組織におけるセキュリティの最初の領域は、サーバーへの物理的アクセスのセキュリティを保護することで
す。HPE Gen10 サーバーには、物理サーバーへのアクセスを保護するための次のオプションが含まれていま
す。
•

システムメンテナンススイッチ

•

シャーシ侵入検知

•

外部 USB ポートの制御

HPE ProLiant Gen10 のシステムメンテナンススイッチ
HPE ProLiant Gen10 サーバーには、次のようなサーバーセキュリティのさまざまな側面を制御する、ハード
ウェアのシステムメンテナンススイッチが搭載されています。
•

iLO のセキュリティ（位置 1） — このスイッチは、iLO にアクセスするためにパスワードが必要かどうか
を制御します。
注記:
このスイッチは、iLO が高度なセキュリティモード（製品モード以外）に設定されているときに iLO にロ
グインするためのパスワード要件を、無効にしません。

•

システム構成ロック（位置 2） — オフの場合、このスイッチはシステム構成への変更を許可します。オン
の場合、システム構成はロックされています。

•

電源投入時パスワードの制御（位置 5） — このスイッチは、コールドブートを実行するたびにサーバーが
パスワードを要求するかどうかを制御します。オフ（デフォルト）の場合、システムの電源が切断されて
いてコールドブートを実行するたびに、電源投入時パスワードが必要です。オンの場合、電源投入時パス
ワードは無効です。UEFI システムユーティリティでパスワードを設定します。

•

デフォルトに戻す（位置 6） — スイッチがオンの位置にある場合（デフォルトはオフ）、すべての製造時
デフォルト設定が復元されます。ただし、UEFI でセキュアブートを有効にした場合、以下の項目は工場出
荷時のデフォルト設定にリセットされません。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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◦

セキュアブートは無効にならず、有効のままとなります。

◦

ブートモードがレガシーに設定されている場合でも、ブートモードは UEFI ブートモードのままとなり
ます。

◦

セキュアブートデータベースはそのデフォルトの状態に復元されません。

◦

iSCSI Software Initiator の構成設定はデフォルト設定に復元されません。

システムメンテナンススイッチの仕様について詳しくは、ご使用のサーバーのハードウェアガイドを参照して
ください。

システムメンテナンススイッチを使用した iLO セキュリティ
システムメンテナンススイッチの iLO セキュリティ設定により、管理者は、サーバーのシステムボードを物理
的に制御して、緊急時にアクセスすることができます。セキュリティを無効にすると、iLO が製品セキュリテ
ィ状態を使用するように構成されている場合に、すべての特権によるユーザー ID とパスワードを使用しない
ログインアクセスを許可します。
システムメンテナンススイッチは、サーバー内部にあるため、サーバーエンクロージャーを開かないとアクセ
スできません。システムメンテナンススイッチを操作するときは、サーバーの電源がオフであり、電源から切
り離されていることを確認します。iLO セキュリティを有効または無効に設定し、サーバーの電源を投入しま
す。システムメンテナンススイッチを使用して iLO セキュリティを有効および無効にする方法については、サ
ーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
iLO セキュリティを制御するシステムメンテナンススイッチ位置は、iLO セキュリティオーバーライドスイッ
チと呼ばれることがあります。
iLO セキュリティを無効にする理由
•

ユーザーアカウント管理特権を持つすべてのユーザーアカウントがロックアウトされた。

•

不適切な設定により、ネットワーク上に iLO が表示されず、ROM ベースの構成ユーティリティが無効にな
っている。

•

iLO NIC がオフになっていて、ROM ベースの構成ユーティリティを実行してオンにし直すことが不可能か
または不便である。

•

ユーザー名が 1 つだけ設定され、パスワードを忘れた。

iLO セキュリティの無効化の影響
iLO が本番環境セキュリティ状態を使用するように設定されており、iLO セキュリティを無効にしている場
合、次のようになります。
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•

すべてのセキュリティ認証確認が無効になる。

•

ホストサーバーがリセットされると、ROM ベースの構成ユーティリティが実行される。

•

iLO が無効化されず、設定に従って、ネットワーク上で表示できる。

•

iLO 機能が無効にされても、サーバーの電源を切って再度投入するまで、iLO は、ユーザーをログアウトし
たり無効化プロセスを実行したりしない。

•

iLO Web インターフェイスページに、iLO セキュリティが無効であることを示す警告メッセージが表示さ
れる。

システムメンテナンススイッチを使用した iLO セキュリティ

•

iLO のログに、iLO セキュリティの変更を記録するエントリーが追加される。

•

SNMP アラート送信先が設定されている場合、システムメンテナンススイッチを使用して iLO セキュリテ
ィを有効または無効にしてから iLO を開始すると、SNMP アラートが送信される。

•

この特権を持つ既存のアカウントのユーザー認証情報を入力した場合でも、システムリカバリ特権が必要
なアクションはどれも実行できない。
セキュリティが無効なときに iLO にログインすると、既存のアカウントと一致するユーザー名とパスワー
ドを入力した場合でも、匿名アカウントが使用される。

HPE ProLiant Gen10 のシステム侵入検知
ProLiant Gen10 サーバーには、シャーシへのアクセスカバーの開閉を検知する、シャーシ侵入検知スイッチ
用のオプションが含まれています。iLO 管理プロセッサーはこのスイッチを監視し、変化があると（アクセス
カバーが開いたり閉じたりすると）、侵入を示すログエントリーを作成します。侵入を通知するためのさまざ
まな警告方法（リモート SysLog、SNMP、アラートメールなど）を設定できます。このスイッチと iLO のレ
ポートは、サーバーの電源がオンかオフかに関係なく、サーバーが接続されている限り実行されます。

システム侵入検知の有効化または無効化
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > システム侵入検知を選択します。
2. 設定を選択します。
•

有効 - 侵入検知を有効にします。

•

無効 - 侵入検知を有効にはしません。

3. 変更を保存します。

iLO サービスポート
サービスポートは、ProLiant Gen10 サーバーおよび Synergy Gen10 コンピュートモジュールで iLO のラベル
が付けられている USB ポートです。
サーバーに物理的にアクセスできる場合、サービスポートを使用して次のことができます。
•

サポートされている USB フラッシュドライブに Active Health System ログをダウンロードします。
この機能を使用する場合、接続されている USB フラッシュドライブにホストオペレーティングシステムは
アクセスできません。

•

サポートされる USB Ethernet アダプターにクライアント（ノートパソコンなど）を接続して、iLO Web
インターフェイス、リモートコンソール、CLI、iLO RESTful API、またはスクリプトにアクセスします。

HPE ProLiant Gen10 のシステム侵入検知
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iLO サービスポートを使用すると、次のようになります。
•

操作が iLO イベントログに記録されます。

•

サービスポートのステータスを示すようにサーバーの UID が点滅します。
REST クライアントと iLO RESTful API を使用してサービスポートのステータスを取得することもできま
す。

•

サービスポートを使用してサーバー内のデバイスまたはサーバー自体を起動することはできません。

•

サービスポートに接続してサーバーにアクセスすることはできません。

•

接続されているデバイスにサーバーからアクセスすることはできません。

iLO サービスポート設定の構成
前提条件
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、iLO サービスポートタブをクリックします。
2. 以下の設定を行います。
•

iLO サービスポート

•

USB フラッシュドライブ

•

認証が必要

•

USB Ethernet アダプタ

3. 適用をクリックします。
更新された設定はすぐに有効になり、構成変更に関する情報が iLO イベントログに記録されます。

iLO サービスポートオプション
•

iLO サービスポート - iLO サービスポートを有効または無効にすることができます。デフォルト設定は、
有効です。この機能を無効にすると、このページのマスストレージオプションセクションまたはネットワ
ークオプションセクションの機能を構成することはできません。
使用中の iLO サービスポートを無効にしないでください。データがコピーされているときにこのポートを
無効にすると、データが破損する可能性があります。

•

USB フラッシュドライブ - USB フラッシュドライブを iLO サービスポートに接続して Active Health
System ログをダウンロードできます。デフォルト設定は、有効です。
iLO サービスポートを使用しているときにこの設定を無効にしないでください。データがコピーされてい
るときに USB フラッシュドライブを無効にすると、データが破損する可能性があります。
この設定が無効のときに USB フラッシュドライブを iLO サービスポートに挿入した場合、デバイスは無視
されます。
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iLO サービスポート設定の構成

•

認証が必要 - iLO サービスポートを使用して Active Health System ログをダウンロードするときに iLO ユ
ーザー名とパスワードを command.txt ファイルに入力する必要があります。デフォルト設定は、無効で
す。
iLO セキュリティを無効にするようシステムメンテナンススイッチが設定されている場合、ユーザー認証
情報は不要です。

•

USB Ethernet アダプター - USB Ethernet アダプターを使用してノートパソコンを iLO サービスポート
に接続し、統合リモートコンソールにアクセスできます。デフォルト設定は、有効です。
この設定が無効な場合にノートパソコンを接続すると、デバイスは無視されます。

iLO サービスポートのサポート対象デバイス
大容量ストレージデバイス
iLO サービスポートは、以下の特性を持つ USB キーをサポートします。
•

高速 USB 2.0 準拠。

•

FAT32 フォーマット（512 バイトブロックを推奨）。

•

1 つの LUN。

•

最大サイズ 127 GB の 1 つのパーティションと、Active Health System ログをダウンロードするのに十分
な空き領域。

•

有効な FAT32 パーティションテーブル。
USB キーのマウントに失敗した場合、無効なパーティションテーブルがあることが考えられます。
Microsoft DiskPart などのユーティリティを使用して、パーティションを削除して再作成してください。

•

読み取り保護されていない。

•

ブート可能ではない。

NAND がないサーバーでは、大容量ストレージデバイスはサポートされません。
USB イーサネットアダプター
iLO サービスポートは、ASIX Electronics Corporation の次のいずれかのチップを内蔵した USB イーサネット
アダプターをサポートします。
•

AX88772

•

AX88772A

•

AX88772B

•

AX88772C

Hewlett Packard Enterprise は、Ethernet アダプターに HPE USB（部品番号 Q7Y55A）を使用することをおす
すめします。

構成のセキュリティ
新しい HPE Gen10 サーバーをユーザーの組織向けに構成する場合、管理者は次の項で説明するオプションを
使用して以下を実行することにより、サーバーのセキュリティを保護できます。

iLO サービスポートのサポート対象デバイス
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iLO：
•

LAN 経由の IPMI/DCMI の有効/無効を切り替える

•

iLO 5 構成ユーティリティへのアクセスを制御する

•

TPM または TM が取り付けられていて、有効になっていることを確認する。

•

最小限の権限の原則に従って iLO のユーザーアカウントとグループアカウントを設定する

•

SSH キーを制御する

•

SSL 証明書を管理する

•

SSO アクセスを設定する

•

ログインセキュリティバナーを作成し、有効にする

UEFI：
•

電源投入時パスワードを設定する

•

管理者パスワードを設定する

•

セキュアブートとアドバンストセキュアブートを構成する

•

HTTPS ブートを設定する

•

TPM オプションを設定する

•

TXT サポートを有効にする（使用可能な場合）

•

POST 実行中のワンタイムブートメニュープロンプトの可用性を有効にする

•

POST 実行中の Intelligent Provisioning プロンプトの可用性を有効にする

•

互換性のある SATA ドライブの安全な消去を有効にする

•

UEFI オプション ROM 測定を有効にする

構成のセキュリティのための iLO 設定
この項で説明する設定と制御を使用して、iLO のセキュリティを構成します。

iLO をセットアップするための準備
iLO 管理プロセッサーをセットアップする前に、ネットワークとセキュリティの処理方法を決める必要があり
ます。以下の質問に回答していくと、iLO の設定方法が明らかになります。
手順
1. iLO はどの方法でネットワークに接続しますか。
2. 共有ネットワークポート構成で NIC チーミングを使用しますか。
3. iLO はどの方法で IP アドレスを取得しますか。
4. どのようなアクセスセキュリティおよびユーザーアカウントと権限が必要ですか。
5. iLO の設定にどのようなツールを使用しますか。
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iLO ネットワーク接続オプション
通常、iLO は、専用の管理ネットワークまたは本番環境ネットワークの共有接続を使用してネットワークに接
続します。
専用管理ネットワーク
この設定では、独立したネットワークに iLO ポートを配置します。ネットワークが独立しているため、性能が
向上し、どのワークステーションをネットワークに接続するかを物理的に制御できるので、セキュリティが強
化されます。また、本番環境ネットワーク内のハードウェアに障害が発生した場合には、サーバーへの冗長ア
クセスが提供されます。この構成では、本番環境ネットワークから直接 iLO にアクセスすることはできませ
ん。専用管理ネットワークは、優先される iLO ネットワーク構成です。
HPE サーバー

iLO 専用 NIC

管理
ネットワーク

管理クライアント

ハブ/スイッチ
サーバー NIC

ハブ/スイッチ

実務
ネットワーク
実務クライアント

図 3: 専用管理ネットワーク
本番環境ネットワーク
この設定では、NIC と iLO ポートの両方を本番環境ネットワークに接続します。iLO で、このタイプの接続
は、共有ネットワークポート構成と呼ばれます。特定の Hewlett Packard Enterprise 内蔵 NIC とアドオンカー
ドが、この機能を提供します。この接続により、ネットワークのどこからでも iLO にアクセスできるため、
iLO をサポートするために必要なネットワーキングハードウェアとインフラストラクチャの量が減ります。
この設定の使用にはいくつかの欠点があります。
•

共有ネットワーク接続では、トラフィックによって、iLO のパフォーマンスが低下することがあります。

•

サーバーのブートプロセス時およびオペレーティングシステム NIC ドライバーのロードおよびアンロー
ド時に、短時間（2～8 秒）、ネットワークから iLO にアクセスできません。この短い時間の経過後に、iLO
の通信がリストアされ、iLO がネットワークトラフィックに応答します。
このようなシチュエーションが起きた場合は、リモートコンソールと、接続されている iLO 仮想メディア
デバイスが切断されることがあります。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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HPE サーバー

管理クライアント

サーバー NIC/iLO 共有
ネットワーク ポート
ハブ/スイッチ

管理/実務
ネットワーク

実務クライアント

図 4: 共有ネットワーク接続

共有ネットワークポート構成による NIC チーミング
NIC チーミングは、サーバー NIC のパフォーマンスと信頼性を向上させるために使用できる機能です。
NIC チーミングの制限
iLO で共有ネットワークポートを使用するように構成する際に、チーミングモードを選択した場合：
•

•

次の状況で iLO ネットワーク通信がブロックされます。
◦

選択された NIC チーミングモードによって、iLO が接続されているスイッチは、iLO が共有するように
構成されているサーバー NIC/ポートからのトラフィックを無視するようになります。

◦

選択された NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有するよう
に構成されていない NIC/ポートに送信されます。

iLO とサーバーは同じスイッチポートで送受信するため、選択された NIC チーミングモードでは、スイッ
チが同じスイッチポートでの 2 つの異なる MAC アドレスを持つトラフィックを許容するようにする必要
があります。LACP（802.3ad）の一部の実装では、同じリンク上の複数の MAC アドレスを許容しません。

Hewlett Packard Enterprise NIC チーミングモード
サーバーで Hewlett Packard Enterprise NIC チーミングを使用するように構成した場合、次のガイドラインに
従ってください。
ネットワークフォールトトレランス（NFT）
サーバーは 1 つだけの NIC（プライマリアダプター）で送受信します。チームに含まれる他の NIC（セカ
ンダリアダプター）はトラフィックを送信せず、受信したトラフィックを無視します。このモードによ
り、iLO 共有ネットワークポートが正常に動作します。
iLO が優先プライマリアダプターとして使用する NIC/ポートを選択します。
送信ロードバランシング（TLB）
サーバーは、複数のアダプターで送信しますが、プライマリアダプターでのみ受信します。このモードに
より、iLO 共有ネットワークポートが正常に動作します。
iLO が優先プライマリアダプターとして使用する NIC/ポートを選択します。
スイッチアシストロードバランシング（SLB）
このモードタイプは、以下のことを指します。
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•

HPE ProCurve ポートトランキング

•

Cisco Fast EtherChannel/Gigabit EtherChannel（静的モードのみ、PAgP なし）

•

IEEE 802.3ad リンクアグリゲーション（静的モードのみ、LACP なし）

•

ベイネットワークマルチリンクトランキング

•

Extreme Network Load Sharing

このモードでは、プライマリアダプターとセカンダリアダプターの概念はありません。すべてのアダプタ
ーはデータを送受信する目的で等しいと見なされます。このモードは、iLO 宛のトラフィックを受信でき
るサーバー NIC/ポートが 1 つだけであるため、iLO 共有ネットワークポート構成で最も問題となる可能性
があります。スイッチアシストロードバランシングの実装に対するスイッチベンダーの制限を判断する
には、スイッチベンダーのドキュメントを参照してください。
詳しくは、ProLiant ネットワークアダプターチーミングサポートドキュメントを参照してください。
サーバーで、別の NIC チーミングの実装を使用する場合の NIC チーミングモードの選択については、NIC チ
ーミングの制限およびベンダーのドキュメントを参照してください。

iLO IP アドレスの取得
iLO がネットワークに接続されてからアクセスを可能にするには、iLO 管理プロセッサーが IP アドレスとサブ
ネットマスクを取得する必要があります。動的アドレスまたは静的アドレスを使用することができます。
動的 IP アドレス
動的 IP アドレスは、デフォルトで設定されます。iLO は、DNS または DHCP サーバーから IP アドレス
とサブネットマスクを取得します。この方法が最も簡単です。
DHCP を使用する場合：
•

iLO 管理ポートは、DHCP サーバーに接続されたネットワークに接続する必要があります。また、iLO
をネットワークに接続してから電源を入れなければなりません。DHCP は、電源が投入されるとただ
ちに要求を送信します。iLO が最初に起動したときに DHCP の要求に対する回答がない場合、DHCP
は、90 秒間隔で要求を再発行します。

•

DHCP サーバーは、DNS および WINS 名前解決を提供するように設定しなければなりません。

静的 IP アドレス
ネットワークで DNS または DHCP サーバーを使用できない場合、静的 IP アドレスが使用されます。静
的 IP アドレスは、iLO 5 構成ユーティリティを使用して構成できます。
静的 IP アドレスの使用を予定する場合は、iLO セットアッププロセスを開始する前に IP アドレスが必要
です。

iLO アクセスセキュリティ
次の方法で iLO へのアクセスを管理できます。
ローカルアカウント
iLO には、最大 12 のユーザーアカウントを格納できます。この構成は、研究所や中小企業のような小規
模環境に最適です。
ローカルアカウントによるログインセキュリティは iLO アクセス設定およびユーザー権限によって管理
します。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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ディレクトリサービス
iLO では、最大 6 つのディレクトリグループを設定することができます。ディレクトリサービスを使用し
て iLO アクセスの認証や権限付与を行います。この構成により、ユーザーの数の制限がなくなります。ま
た、この構成は、エンタープライズ内の iLO デバイスの数に合わせて、簡単に拡張できます。
ディレクトリサービスを使用する場合でも、代替アクセスとして少なくとも 1 つのローカル管理者アカウ
ントを有効にしておきます。
ディレクトリにより iLO デバイスとユーザーを集中的に管理することができ、より強力なパスワードポリ
シーを適用できます。
CAC Smartcard 認証
ローカルアカウントとディレクトリサービスと共に Common Access Smartcard を設定して、iLO ユーザ
ーアクセスを管理できます。

iLO 構成ツール
iLO は、設定と操作用にさまざまなインターフェイスをサポートしています。このガイドでは、次のインター
フェイスについて説明します。
iLO Web インターフェイス
iLO の Web インターフェイスは、Web ブラウザーを使用してネットワーク上の iLO に接続できる場合に
使用します。また、iLO 管理プロセッサーの設定を変更する場合も、この方法を使用できます。
ROM ベースセットアップ
システム環境が DHCP、DNS、または WINS を使用しない場合は、iLO 5 構成ユーティリティを使用しま
す。

その他の iLO 構成ツール
このガイドでは説明しませんが、その他に以下の iLO 構成オプションがあります。
Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning を起動するには、POST 中に F10 キーを押します。
iLO Web インターフェイス経由で Always On Intelligent Provisioning にアクセスすることもできます。詳
しくは、Intelligent Provisioning のユーザーガイドを参照してください。
iLO RESTful API
サーバー管理ツールから使用することで iLO 経由でサポート対象サーバーの構成、インベントリ、および
監視を実行できる管理インターフェイスです。詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://
www.hpe.com/info/redfish
HPE OneView
iLO 管理プロセッサーと対話して ProLiant サーバーまたは Synergy コンピュートモジュールを構成、監
視、および管理をする管理ツールです。詳しくは、HPE OneView のユーザーガイドを参照してください。
HPE Scripting Toolkit
このツールキットは、サーバーの無人/自動での大量インストールを可能にする、IT エキスパート向けの
サーバーインストール製品です。詳しくは、Windows または Linux 用の Scripting Toolkit ユーザーガイド
を参照してください。
スクリプティング
スクリプティングを使用して複数の iLO 管理プロセッサーを設定できます。スクリプトは、RIBCL と呼ぶ
スクリプティング言語用に記述された XML ファイルです。iLO は、RIBCL スクリプトを使用して設定で
きます。ネットワーク経由での設定、初期展開の際の設定、展開済みのホストからの設定などさまざまな
設定が可能です。
以下の方法を使用できます。
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•

HPQLOCFG - ネットワーク経由で RIBCL スクリプトを iLO に送信する Windows コマンドラインユ
ーティリティです。

•

HPONCFG - ホスト上で実行され、RIBCL スクリプトをローカルの iLO に転送する、ローカルでのオ
ンラインのスクリプトによるセットアップユーティリティです。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合は、Linux 用 HPONCFG のみが
サポートされます。

•

カスタムスクリプティング環境（LOCFG.PL） - iLO スクリプティングサンプルには、RIBCL スクリ
プトをネットワーク経由で iLO に送信するために使用できる Perl サンプルが含まれています。

•

SMASH CLP - SSH または物理シリアルポートからコマンドラインにアクセスできるときに使用でき
るコマンドラインプロトコルです。

これらの方法について詳しくは、iLO スクリプティング/コマンドラインガイドを参照してください。
iLO のサンプルスクリプトは、次の Web サイトから入手できます。http://www.hpe.com/support/ilo5

IPMI/DCMI 設定
iLO は、IPMI 2.0 および DCMI 業界標準プロトコルをサポートします。IPMI は業界標準プロトコルであり、
Intel が開発し、200 社を越えるベンダー（Hewlett Packard Enterprise、IBM、Dell、Cisco、NEC、FujitsuSiemens、Supermicro など）がサポートしています。IPMI について詳しくは、Intel の Web サイト http://
www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi-home.html を参照してください。
Data Center Management Interface（DCMI）は、IPMI で定義されているのと同じインターフェイスを使用し
ますが、オプションのインターフェイスは少なくなっています。DCMI 1.0 仕様では、データセンターに必要
な必須機能のコアセットとインターフェイスを識別し、IPMI 2.0 に追加された拡張機能のサブセットを含め
て、データセンター内の DCMI 機能をさらに高めています。DCMI が IPMI と異なるのは、データセンターの
管理ニーズに特化して設計されたという点です。
iLO では、業界標準の IPMI と DCMI のコマンドを LAN 経由で送信することができます。IPMI/DCMI ポートは
デフォルトでは 623 に設定されていますが、変更することができます。LAN 経由の IPMI/DCMI の有効/無効を
切り替えるには、iLO インターフェイスのセキュリティ > アクセス設定ページの LAN 経由の IPMI/DCMI に関
連したコントロールを使用します。この設定により、クライアント側のアプリケーションを使用して IPMI/
DCMI コマンドを LAN 経由で送信することができます。この設定が無効になっている場合でも、サーバー側
の IPMI/DCMI アプリケーションは引き続き機能します。
IPMI/DCMI over LAN を使用する場合は、以下のガイドラインが推奨されます。
•

IPMI/DCMI トラフィックをネットワークのそれ以外のトラフィックから分離します。共有 NIC 接続を使
用する場合、iLO に VLAN を使用してこの分離を実行できます。ファイアウォールを使用して IPMI/管理サ
ブネットを分離して、アクセスを認可された管理者に制限します。

•

ネットワークの外からの IPMI/DCMI トラフィックを許可しません。

•

iLO は、IPMI 1.5 よりも強度な暗号化を使用している IPMI 2.0 をサポートしています。暗号スイート 3 お
よび 17 をお勧めします。

解決された脆弱性
2013 年 7 月、US-CERT はアラート（TA13–207A）Risks of Using the Intelligent Platform Management
Interface（IPMI）（https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-207A）を発行しました。
Hewlett Packard Enterprise は、脆弱性に対して以下の対策を採っています。

IPMI/DCMI 設定
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•

暗号 0 は、認証をバイパスできるオプションです。iLO は、IPMI クライアントが暗号 0 を選択できなくす
ることで、これに対処しました。

•

IPMI 仕様では、匿名ログインをサポートするためにユーザー ID 1 が使用されます。iLO は、ユーザー ID 1
を使用した匿名ログインをサポートしません。

•

IPMI 仕様では、無効化されたユーザー ID は、ユーザー名とパスワードで構成されます。多くの場合、こ
れは製造時に既知のユーザー ID とパスワードにあらかじめ設定されます。iLO は、無効化されたユーザー
ID、ユーザー名およびパスワードを保持しません。iLO は、製造時に固有のパスワードであらかじめ設定
された 1 つのユーザー名を持ちます。Hewlett Packard Enterprise は、お客様がこのデフォルトユーザーを
すぐに再設定することを提案します。

•

IPMI 仕様では、NULL のパスワードを許可していますが、iLO はユーザーのパスワードの NULL 設定をサ
ポートしていません。

•

IPMI 仕様では、RAKP 認証のサポートが必要であるため、リモートでパスワードハッシュを取得して、オ
フラインパスワード推測攻撃を実行できます。これは IPMI プロトコル自身の一部であるため、もし使用し
ていない場合は IPMI over LAN を無効にすること、または IPMI 管理サブネットを分離することをお勧めし
ます。

カスタマーアドバイザリ、報告、および通知の表示
手順
1. http://www.hpe.com/support/iLO5 に進みます。
2. ページの左側にある Knowledge base options の下で、次のいずれかをクリックします。
•

重要なお知らせ

•

アドバイザリ、技術情報および通知

選択した情報が表形式で表示されます。

iLO セキュリティ
iLO Web インターフェイスを使用して、設定できるセキュリティ機能にアクセスするには、ナビゲーション
ツリーのセキュリティをクリックします。
iLO のセキュリティについて詳しくは、HPE Gen10 セキュリティリファレンスガイドを参照してください。
セキュリティに関する一般的なガイドライン
iLO をセットアップして使用する場合は、セキュリティを最大化するために、次のガイドラインを考慮してく
ださい。
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•

別個の管理ネットワーク上に iLO を構成します。

•

iLO は、インターネットに直接接続しないでください。

•

SSL 証明書をインストールします。

•

デフォルトのユーザーアカウントのパスワードを変更します。

•

できれば Two-Factor 認証の認証サービス（Active Directory や OpenLDAP など）を使用します。

•

使用しないプロトコル（SNMP や IPMI over LAN など）を無効にします。

iLO セキュリティ

•

使用しない機能（リモートコンソールや仮想メディアなど）を無効にします。

•

統合リモートコンソールに HTTPS を使用します。
このオプションを構成するには、リモートコンソール&メディアページのセキュリティタブで IRC は iLO
内の信頼された証明書を要求しますを有効にします。

重要なセキュリティ機能
次の Web インターフェイスページで、iLO セキュリティ機能を設定します。
アクセス設定
•

iLO インターフェイスおよび機能を有効または無効にします。

•

iLO が使用する TCP/IP ポートをカスタマイズします。

•

認証失敗ログおよび遅延を設定します。

•

iLO 5 構成ユーティリティをセキュリティ保護します。

iLO サービスポート
iLO サービスポートの可用性、認証、およびサポートされるデバイスを構成します。
セキュアシェルキー
SSH キーを iLO ユーザーアカウントに追加し、セキュリティを強化します。
証明書マッピングおよび CAC スマートカード
CAC スマートカード認証を設定して、ローカルユーザーのスマートカード証明書を設定します。
SSL 証明書
X.509 CA 署名証明書をインストールして、暗号化通信を有効にします。
ディレクトリ
Kerberos 認証とディレクトリ統合を構成します。
iLO は、ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行えるように設定することができ
ます。この構成により、ユーザーの数の制限がなくなります。また、この構成は、エンタープライズ内の
iLO デバイスの数に合わせて、簡単に拡張できます。ディレクトリにより iLO デバイスとユーザーを集中
的に管理することもでき、より強力なパスワードポリシーを適用できます。
暗号化
iLO のセキュリティ状態をデフォルトの製品レベルから強力な設定に変更して、高度なセキュリティ環境
を実装します。
HPE SSO
サポートされているツールで、iLO によるシングルサインオンを設定します。
ログインセキュリティバナー
iLO ログインページにセキュリティ通知を追加します。

TPM と TM
Trusted Platform Module および Trusted Module は、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安全に格
納するコンピューターチップです。これらの仕掛けには、パスワード、証明書、暗号鍵などが含まれます。ま
た、TPM または TM を使用すると、プラットフォームの測定値を格納してプラットフォームの信頼性を保証
することができます。
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サポートされているシステムでは、ROM は、TPM または TM レコードを復号化し、設定ステータスを iLO、
iLO RESTful API、CLP、および XML インターフェイスに渡します。

TPM または TM のステータスの表示
手順
ナビゲーションツリーで情報をクリックします。

TPM または TM のステータス値
•

未サポート ― TPM または TM はサポートされていません。

•

存在しません ― TPM または TM は取り付けられていません。

•

装着: 有効 - TPM または TM が取り付けられていて、有効になっています。

iLO ユーザーアカウント
iLO では、セキュアメモリにローカルで保存されているユーザーアカウントを管理できます。
ユーザー指定のログイン名と高度なパスワード暗号化を使用してローカル ユーザー アカウントを最大 12 個
作成することができます。特権は各ユーザーの設定を制御し、ユーザーのアクセス要件に合わせてカスタマイ
ズできます。
iLO と連携し、サポートされるアプリケーションにサービスアカウントが必要な場合は、ユーザーアカウント
を追加して、このアカウントをサービスアカウントとして指定できます。また、サポートされるアプリケーシ
ョンまたは RESTful API を使用して、サービスアカウントを追加することもできます。
12 個を超えるユーザーアカウントをサポートするには、ディレクトリを使用できます。iLO は最大 6 つのデ
ィレクトリグループをサポートします。

ローカル ユーザー アカウントの追加
前提条件
ユーザーアカウント管理特権
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. 新規をクリックします。
3. 次の詳細を入力します。
•

ログイン名

•

ユーザー名

•

パスワードとパスワードの確認

4. 次の特権のいずれかを選択します。
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iLO ユーザーアカウント

•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO 設定の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

使用できるすべてのユーザーの権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。
5. オプション：アカウントをサポートされているアプリケーションのサービスアカウントとして使用する場
合は、サービスアカウントチェック ボックスを選択します。
サポートされているアプリケーションには、iLO Amplifier Pack や Onboard Administrator があります。
6. 新しいユーザーを保存するには、ユーザーの追加をクリックします。

ローカル ユーザー アカウントの編集
前提条件
ユーザーアカウント管理特権
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. ユーザーを選択し、編集をクリックします。
3. 必要に応じて、以下の値をローカルユーザーの追加/編集ページに入力します。
•

ログイン名

•

ユーザー名

4. パスワードを変更するには、パスワードを変更チェックボックスをクリックし、パスワードとパスワード
の確認の値を更新します。
5. 次の特権のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス

47

•

ホスト BIOS

•

iLO の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

6. 使用できるすべてのユーザーの権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。
7. ユーザーアカウントの変更を保存するには、ユーザーの更新をクリックします。

ユーザーアカウントの削除
前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. 1 つまたは複数の削除するユーザーアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 削除をクリックします。
4. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、削除しますをクリックします。

iLO ユーザーアカウントオプション
•

ユーザー名は、ユーザー管理ページのユーザーリストに表示されます。ログイン名と同じである必要はあ
りません。ユーザー名の最大長は 39 文字です。ユーザー名には、印字可能な文字を使用する必要がありま
す。わかりやすいユーザー名を割り当てると、各ログイン名の所有者を識別でき便利です。

•

ログイン名は、iLO にログインするときに使用する名前です。この名前は、ユーザー管理ページのユーザ
ーリスト、セッションリストページ、ユーザーアイコンをクリックしたときに表示されるメニュー、およ
びログに表示されます。ログイン名は、ユーザー名と同じである必要はありません。ログイン名の最大長
は 39 文字です。ログイン名には、印字可能な文字を使用する必要があります。

•

パスワードおよびパスワードの確認では、iLO にログインするために使用するパスワードを設定および確
認します。

•

サービスアカウント - サービスアカウントとして、アカウントを指定します。サービスアカウントは、iLO
で動作するサポート製品で使用されます。
サポートされているアプリケーションには、iLO Amplifier Pack や Onboard Administrator があります。

iLO ユーザー権限
次の権限は、ユーザーアカウントに適用されます。
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•
•

ログイン - iLO にログインできます。
リモートコンソール - ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めホストシステムのリモートコンソール
にアクセスできます。
この権限を持つユーザーは BIOS にアクセスできるため、ホストベースの BIOS、iLO、ストレージ、およ
びネットワーク設定タスクを実行できる場合があります。

•

仮想電源およびリセット - ホストシステムの電源再投入やリセットを実行できます。これらの操作は
システムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システムに NMI を生成ボタンを使用してシ
ステムを診断できます。

•

仮想メディア - ホストプラットフォーム上の仮想メディア機能を使用できます。

•

ホスト BIOS - UEFI システムユーティリティを使用してホスト BIOS 設定を構成できます。

•

iLO 設定の構成 - セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、iLO ファームウェアを更新す
ることができます。この権限では、ローカルユーザーアカウントは管理できません。
iLO を構成したら、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、Web インターフェイス、iLO RESTful
API、HPQLOCFG、または CLI による再構成を防止します。UEFI システムユーティリティまたは
HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続き iLO を再構成することができます。ユーザーアカウン
ト管理権限を持つユーザーのみがこの権限を有効または無効にできます。

•

ユーザーアカウント管理 - ユーザーは、ローカル iLO ユーザーアカウントを追加、編集、および削除で
きます。この権限を持つユーザーは、すべてのユーザーの権限を変更できます。この権限がないと、本人
の設定の表示と本人のパスワードの変更しか実行できません。

•

ホスト NIC 構成 - ホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - ホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - リカバリインストールセットを管理できます。
デフォルトでは、この権限はデフォルトの Administrator アカウントに割り当てられます。この権限を別の
アカウントに割り当てるには、すでにこの権限を持つアカウントでログインします。
セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無効にするように設定
されている場合、この権限を使用できません。

次の権限は、CLI または RIBCL スクリプトを介して使用できません。ホスト NIC、ホストストレージ、リカ
バリセット、ホスト BIOS、およびログイン。
次の権限は、UEFI システムユーティリティの iLO 5 構成ユーティリティを介して使用できません。ログイン、
およびリカバリセット。
ホスト BIOS、ホスト NIC、およびホストストレージの各権限は、ホストベースのユーティリティを使用した
構成に影響しません。

パスワードに関するガイドライン
Hewlett Packard Enterprise では、ユーザーアカウントを作成および編集する場合に、以下のパスワードに関
するガイドラインに従うことをおすすめします。
•

パスワードを使用する場合：
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•

•

◦

パスワードを書き留めたり記録したりしないでください。

◦

他のユーザーとパスワードを共有しないでください。

◦

辞書にあるような単語で構成されたパスワードを使用しないでください。

◦

会社名、製品名、ユーザー名、ログイン名のような推測しやすい単語が含まれるパスワードを使用しな
いでください。

少なくとも以下の 3 つの特性を持つパスワードを使用してください。
◦

1 文字以上の数字

◦

1 文字以上の特殊文字

◦

1 文字以上の小文字

◦

1 文字以上の大文字

iLO ユーザーアカウントのパスワードの最低文字数は、アクセス設定ページで設定します。構成された最
小パスワード長値によって、パスワードの長さは最小 0 文字（パスワードなし）から最大 39 文字まで可能
です。デフォルトの最小パスワード長は、8 文字です。
重要:
Hewlett Packard Enterprise では、保護されたデータセンターの外側に拡大されることのない物理的
に安全な管理ネットワークがない場合、最小パスワード長を 8 文字未満に設定することはおすすめで
きません。

IPMI/DCMI ユーザー
iLO ファームウェアは、IPMI 2.0 仕様に準拠しています。IPMI/DCMI ユーザーを追加する場合、ログイン名は
最長 16 文字、パスワードは最長 20 文字です。
iLO ユーザー権限を選択すると、同等の IPMI/DCMI ユーザー権限が上記の設定に基づく IPMI/DCMI 権限ボッ
クスに表示されます。
•

ユーザー - ユーザーは読み取り専用アクセス権を持っています。ユーザーは、iLO の設定または書き込み
やシステムの操作は実行できません。
IPMI ユーザー権限については、すべての権限を無効にします。オペレーターレベルを満たさない権限の任
意の組み合わせは、IPMI ユーザーです。

•

オペレーター - オペレーターは、システムの操作を実行できますが、iLO を設定したり、ユーザーアカウ
ントを管理したりすることはできません。
IPMI オペレーター権限については、リモートコンソールアクセス、仮想電源およびリセット、および仮想
メディアを有効にします。管理者レベルを満たさないオペレーター以上の権限の任意の組み合わせは、
IPMI ユーザーです。

•

管理者 - 管理者は、すべての機能に対する読み取り/書き込みアクセス権を持っています。
IPMI 管理者権限については、すべての権限を有効にします。
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ユーザーアカウントの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理ページが表示されます。
ローカルユーザーテーブルには、各ローカルユーザーのログイン名、ユーザー名、および割り当てられて
いる特権が表示されます。
サービスアカウントが構成されている場合、サービステーブルには、各サービスアカウントのログイン名、
ユーザー名、および割り当てられている特権が表示されます。サービスアカウントが存在しない場合、こ
のテーブルは表示されません。
2. オプション：特権の名前を表示るには、カーソルを特権アイコン上に移動します。

iLO ディレクトリグループ
iLO では、ディレクトリグループアカウントを管理できます。MMC または ConsoleOne を使用して、ディレ
クトリベースのユーザーアカウントを管理します。

ディレクトリグループの追加
前提条件
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. 新規をクリックします。
3. グループ情報セクションで、以下の詳細を提供します。
•

グループ DN

•

グループ SID（Kerberos 認証および Active Directory 統合のみ）

4. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO 設定の構成

•

ユーザーアカウント管理

iLO ディレクトリグループ
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•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

5. 新しいディレクトリグループを保存するには、グループの追加をクリックします。

ディレクトリグループの編集
前提条件
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. ディレクトリグループセクションでグループを選択し、編集をクリックします。
3. グループ情報セクションで、以下の詳細を提供します。
•

グループ DN

•

グループ SID（Kerberos 認証および Active Directory 統合のみ）

4. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO 設定の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

5. ディレクトリグループの変更を保存するには、グループの更新をクリックします。
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ディレクトリグループの削除
前提条件
•

iLO 設定の構成特権

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. 削除するディレクトリグループの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 削除をクリックします。
4. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、削除しますをクリックします。
グループが削除されたことが iLO によって通知されます。

ディレクトリグループのオプション
各ディレクトリグループには、DN、SID、およびアカウントの権限が含まれます。Kerberos ログインの場合、
グループの SID は、iLO に設定されているディレクトリグループの SID と比較されます。ユーザーが複数の
グループのメンバーである場合、そのユーザーアカウントにはすべてのグループの権限が付与されます。
グローバルグループおよびユニバーサルグループを使用して権限を設定できます。ドメインローカルグルー
プは、サポートされていません。
ディレクトリグループを iLO に追加するときは、以下の値を設定します。
•

グループ DN（セキュリティグループ DN） - このグループのメンバーには、グループに設定された権限が
付与されます。ここで指定するグループは、ディレクトリに存在しなければならず、iLO にアクセスする
必要があるユーザーは、このグループのメンバーでなければなりません。ディレクトリに存在する DN を
入力します（たとえば、CN=Group1, OU=Managed Groups, DC=domain, DC=extension）。
短縮された DN もサポートされます（たとえば、Group1）。短縮された DN は、一意に一致するものでは
ありません。Hewlett Packard Enterprise では、完全修飾の DN を使用することをおすすめします。

•

グループ SID（セキュリティ ID） - Microsoft セキュリティ ID（SID）は、Kerberos およびディレクトリ
グループの権限付与に使用されます。この値は、Kerberos 認証に必要です。必要な形式は、S-1-5-2039349
です。

ディレクトリグループ権限
次の権限は、ディレクトリグループに適用されます。
•
•

ログイン - ディレクトリユーザーが iLO にログインできます。
リモートコンソール - ディレクトリユーザーが、ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、ホスト
システムのリモートコンソールにアクセスできます。
この権限を持つユーザーは BIOS にアクセスできるため、ホストベースの BIOS、iLO、ストレージ、およ
びネットワーク設定タスクを実行できる場合があります。
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•

仮想電源およびリセット - ディレクトリユーザーがホストシステムの電源再投入やリセットを実行で
きます。これらの操作はシステムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システムに NMI を
生成ボタンを使用してシステムを診断できます。

•

仮想メディア - ディレクトリユーザーがホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。

•

ホスト BIOS - ディレクトリユーザーが UEFI システムユーティリティを使用することでホスト BIOS
設定を構成できます。

•

iLO 設定の構成 - ディレクトリユーザーはセキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、iLO
ファームウェアを更新することができます。この権限では、ローカルユーザーアカウントは管理できませ
ん。
iLO を構成したら、iLO Web インターフェイス、iLO RESTful API、HPQLOCFG、または CLI を使用して、
すべてのユーザーからこの権限を取り消して、再構成を防止します。UEFI システムユーティリティまたは
HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続き iLO を再構成することができます。ユーザーアカウン
ト管理権限を持つユーザーのみがこの権限を有効または無効にできます。

•

ユーザーアカウント管理 - ディレクトリユーザーはローカルの iLO ユーザーアカウントを追加、編集、
および削除できます。

•

ホスト NIC 構成 - ディレクトリユーザーがホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - ディレクトリユーザーがホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - ディレクトリユーザーがクリティカルリカバリインストールセットを管理できます。
デフォルトでは、この権限はデフォルトの Administrator アカウントに割り当てられます。この権限を別の
アカウントに割り当てるには、すでにこの権限を持つアカウントでログインします。
セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無効にするように設定
されている場合、この権限を使用できません。

ホスト BIOS、ホスト NIC、およびホストストレージの各権限は、ホストベースのユーティリティを使用した
構成に影響しません。

ディレクトリグループの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
ディレクトリグループテーブルには、構成されたグループのグループ DN、グループ SID、および割り当て
られた権限が表示されます。
2. オプション：権限の名前を参照するには、カーソルを権限アイコン上に移動します。

SSH キーの管理
セキュアシェルキー（SSH）ページには、各ユーザーに関連付けられた SSH パブリックキーのハッシュが表
示されます。各ユーザーに割り当てられるキーは 1 つだけです。SSH キーを表示、追加、または削除するに
は、このページを使用します。

Web インターフェイスを使用した新しい SSH キーの認証
前提条件
ユーザーアカウント管理特権
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SSH キーの管理

手順
1. ssh-keygen、puttygen.exe、または別の SSH キーユーティティを使用して、2,048 ビットの DSA キ
ーまたは RSA キーを生成します。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384 曲線を使用する
ECDSA 384 ビットキーが必要です。
2. key.pub ファイルを生成します。
3. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキータブをクリックします。
4. SSH キーを追加するユーザーの名前の左にあるチェックボックスを選択します。
5. 新しいキーの認証をクリックします。
6. パブリックキーをコピーしてパブリックキーインポートデータボックスに貼り付けます。
キーは、2,048 ビットの DSA キーまたは RSA キーでなければなりません。
7. パブリックキーのインポートをクリックします。

CLI を使用した新しい SSH キーの認証
前提条件
ユーザーアカウント管理特権
手順
1. ssh-keygen、puttygen.exe、または別の SSH キーユーティリティを使用して、2,048-bit DSA または
RSA SSH キーを生成します。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384 曲線を使用する
ECDSA 384 ビットキーが必要です。
2. key.pub ファイルを生成します。
3. アクセス設定ページでセキュアシェル（SSH）アクセスが有効になっていることを確認します。
4. Putty.exe を使用して、ポート 22 を使用した SSH セッションを開きます。
5. ディレクトリを切り替えます（cd /Map1/Config1）。
6. 次のコマンドを入力します。
load sshkey type "oemhpe_loadSSHkey -source <protocol://username:password@hostname:port/filename>"

このコマンドを使用するときは次の点に留意してください。
•

protocol の値は必須で、HTTP または HTTPS でなければなりません。

•

hostname と filename の値は必須です。

•

username:password と port の値はオプションです。

•

oemhpe_loadSSHkey は、大文字と小文字が区別されます。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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CLI では、入力した値の構文は大まかにしか検証されません。よく見て、URL が正しいことを確認してく
ださい。次の例でコマンド構造を示します。
oemhpe_loadSSHkey -source http://192.168.1.1/images/path/sshkey.pub

SSH キーの削除
SSH キーを 1 つ以上のユーザーアカウントから削除するには、以下の手順を使用します。
SSH キーを iLO から削除すると、SSH クライアントは、iLO に対して、対応するプライベートキーを使用し
て認証できなくなります。
前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキー（SSH）タブをクリックしま
す。
2. 認証済み SSH キーリストで、1 つまたは複数のユーザーアカウントの左にあるチェックボックスを選択し
ます。
3. 選択したキーの削除をクリックします。
選択した SSH キーが iLO から削除されます。

HPE SIM サーバーから SSH キーを承認するための要件
mxagentconfig ユーティリティを使用すると、SSH キーを HPE SIM サーバーから承認できます。
•

mxagentconfig を使用してキーを承認する前に、iLO で SSH を有効にする必要があります。

•

mxagentconfig に入力するユーザー名とパスワードは、iLO の設定の構成を持つ iLO ユーザーに対応す
る必要があります。このユーザーは、ディレクトリユーザーであってもローカルユーザーであってもかま
いません。

•

キーは、iLO で承認され、mxagentconfig コマンドで指定されるユーザー名に対応します。

mxagentconfig について詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

SSH キー
iLO に SSH キーを追加する場合、SSH キーファイルを iLO に貼り付けて、そのファイルにユーザーが生成し
たパブリックキーが含まれる必要があります。iLO ファームウェアは、選択したローカル ユーザー アカウン
トに各キーを関連付けます。ユーザーに対して SSH キーが認証された後にそのユーザーが削除されると、
SSH キーが削除されます。
サポートされている SSH キーフォーマット
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•

RFC 4716

•

OpenSSH キー形式

•

レガシー iLO 形式
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SSH キーの操作
•

iLO Web インターフェイスおよび CLI では、サポートされている SSH キー形式がサポートされます。

•

RIBCL スクリプトでは、レガシー iLO 形式のみがサポートされています。

•

対応するプライベートキーを使用して認証される SSH 接続は、キーの所有者として認証され、同じ特権を
持ちます。

•

iLO ファームウェアは、1,366 バイト以下の長さの SSH キーをインポートすることができます。キーが
1,366 バイトを超える場合、認証に失敗することがあります。認証に失敗する場合は、SSH クライアント
ソフトウェアを使用して、より短いキー生成してください。

•

iLO の Web インターフェイスを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーに関連付けら
れたユーザーを選択します。

•

iLO RESTful API を使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーとともにユーザー名が
POST ボディで提供されます。

•

CLI を使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーが、iLO にログインするために入力した
ユーザーに結び付けられます。

•

HPQLOCFG および RIBCL スクリプトを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーデー
タに iLO ユーザー名を追加します。パブリックキーは、ユーザー名とともに格納されます。

SSL 証明書の管理
SSL プロトコルは、データがネットワークを移動しているときに、他人がデータを見たり、変更したりでき
ないようにデータを暗号化するための規格です。SSL 証明書は、暗号化キー（サーバーの公開キー）とサー
バー名をデジタル的に結合した小さなコンピューターファイルです。対応するプライベートキーを所有する
サーバーのみが、ユーザーとサーバー間で認証済みの双方向通信を実現できます。
証明書は署名がないと有効になりません。認証機関（CA）によって署名され、その CA が信頼される場合、
CA によって署名されるすべての証明書も信頼されます。自己署名証明書は、証明書の所有者がそれ自身の
CA として機能する証明書です。
iLO は、SSL 接続で使用するために自己署名の電子証明書をデフォルトで作成します。この電子証明書によ
り、構成手順を追加することなく、iLO の動作を有効にすることができます。
重要:
自己署名証明書を使用するよりも、信頼済み証明書をインポートするほうが安全です。Hewlett Packard
Enterprise では、信頼済み証明書をインポートして iLO ユーザー認証情報を保護することをお勧めしま
す。

SSL 証明書情報の表示
手順
証明書情報を表示するには、ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリッ
クします。

SSL 証明書の詳細
•

発行先 - 証明書の発行先の名前。

•

発行元 - 証明書を発行した CA。

•

有効開始日 - 証明書の有効期限の開始日。

SSL 証明書の管理
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•

有効期限 - 証明書の有効期限の終了日。

•

シリアル番号 - CA によって割り当てられた証明書のシリアル番号。

SSL 証明書の取得とインポート
iLO では、信頼された SSL 証明書を取得するために認証機関に送信できる証明書署名要求を作成して、iLO に
インポートできます。
SSL 証明書は、対応する CSR を使用して生成されたキーがないと動作しません。 iLO が工場出荷時のデフォ
ルト設定にリセットされた場合、または前の CSR に対応する証明書がインポートされる前に別の CSR が生
成された場合、証明書は動作しません。その場合には、新しい CSR を生成し、この CSR を使用して CA か
ら新しい証明書を取得する必要があります。
前提条件
iLO の設定の構成
手順
1. 認証機関（CA）から信頼済み証明書を取得します。
2. 信頼済み証明書を iLO にインポートします。

CA からの信頼済み証明書の取得
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリックします。

2.

証明書のカスタマイズをクリックします。

3.

SSL 証明書カスタマイズページで、次のように入力します。

4.

•

国(C)

•

州または県(ST)

•

都市または地域(L)

•

組織名(O)

•

組織ユニット(OU)

•

共通名(CN)

iLO IP アドレスを CSR に含める場合、iLO の IP アドレスを含みますチェックボックスを選択します。
一部の CA はこの入力を使用できないため、このオプションはデフォルトでは無効です。
このオプションが有効な場合、iLO の IP アドレスが CSR サブジェクト代替名（SAN）の拡張子に含まれ
ます。

5.

CSR の作成をクリックします。
CSR を生成中であり、その処理に最大で 10 分かかる可能性があることを伝えるメッセージが表示されま
す。
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6.

数分（最大 10 分）後に、CSR の作成を再度クリックします。
CSR が表示されます。
CSR には、クライアントのブラウザーと iLO 間の通信を検証するパブリックキーとプライベートキーの
ペアが含まれています。最大 2,048 ビットのキーサイズをサポートします。生成された CSR は、新しい
CSR が生成されるか、iLO が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされるか、または証明書がインポ
ートされるまで、メモリに保持されます。

7.

CSR テキストを選択してコピーします。

8.

ブラウザーウィンドウを開き、第三者認証機関に移動します。

9.

画面の指示に従って、CSR を CA に送信します。
CSR を CA に送信するときに、ご使用の環境でサブジェクト代替名の指定が要求される可能性がありま
す。必要に応じて、iLO DNS 名を入力します。
CA は証明書を生成します。

10. 証明書を取得したら、以下の事項を確認してください。
•

CN が iLO FQDN と一致している。この値は、概要ページに iLO ホスト名として表示されます。

•

証明書が Base64 でエンコードされた X.509 証明書である。

•

証明書に開始行と終了行が含まれている。

CSR 入力の詳細
CSR を作成するときは、次の詳細情報を入力します。
•

国（C） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織が存在する国を識別する 2 文字の国番号。2
文字の省略表記を大文字で入力します。

•

州または県（ST） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織が存在する州または県。

•

都市または地域（L） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織が存在する市町村。

•

組織名（O） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織の名前。

•

組織ユニット（OU） - （省略可能）この iLO サブシステムを所有する会社または組織の中の単位。

•

共通名（CN） - この iLO サブシステムの FQDN。
FQDN は、共通名（CN）ボックスに自動的に入力されます。
iLO が CSR に FQDN を入力できるように、ネットワーク共通設定ページでドメイン名を設定します。

•

iLO の IP アドレスを含みます - CSR に iLO IP アドレスを含めるには、このチェックボックスを選択しま
す。一部の CA はこの入力を使用できないため、このオプションはデフォルトでは無効です。

信頼済みの証明書のインポート
前提条件
iLO の設定の構成

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリックします。
2. 証明書のカスタマイズをクリックします。
3. 証明書のインポートをクリックします。
4. 証明書のインポートウィンドウで、テキストボックスに証明書を貼り付けて、インポートをクリックしま
す。
iLO は、最大 3 KB（プライベートキーで使用されるバイト数を含む。つまり 1,024 ビット証明書の場合は
609 バイト、2,048 ビット証明書の場合は 1,187 バイトを含む）の SSL 証明書をサポートします。
5. iLO をリセットします。

HPE SSO
HPE SSO を使用すると、HPE SSO 準拠アプリケーションから、ログイン手順を間に挟むことなく iLO に直
接接続できます。
この機能を使用するには、以下の手順に従ってください。
•

サポートされるバージョンの HPE SSO 準拠アプリケーションが必要です。

•

SSO 準拠アプリケーションを信頼するように iLO を構成します。

•

CAC 厳密モードが有効な場合は、信頼済み証明書をインストールします。

iLO には、HPE SSO 証明書の最小要件を決定するために HPE SSO アプリケーションのサポートが含まれま
す。HPE SSO 準拠アプリケーションの中には、iLO に接続したときに自動的に信頼証明書をインポートする
ものがあります。この機能を自動的に実行しないアプリケーションの場合は、HPE SSO ページを使用して
SSO 設定を構成してください。

HPE SSO 用の iLO の設定
前提条件
iLO 設定の構成特権
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。
2. SSO 信頼モード設定を構成します。
Hewlett Packard Enterprise では証明書による信頼モードを使用することをおすすめします。
3. 各役割の iLO 特権は、シングルサインオン設定セクションで設定します。
4. SSO 設定を保存するには、適用をクリックします。
5. 証明書による信頼または名前による信頼を選択した場合は、信頼済みの証明書または DNS 名を iLO に追加
します。
手順については、 信頼済み証明書の追加(61 ページ)または直接 DNS 名のインポート(62 ページ)を参照
してください。
6. iLO で SSO を設定後、HPE SSO 準拠アプリケーションにログインして iLO にアクセスします。
たとえば、HPE SIM にログインし、システムページに移動して iLO プロセッサーを見つけて、詳細情報セ
クションの iLO リンクをクリックします。
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HPE SSO

システムが信頼済みサーバーとして登録されていても、現在の信頼モードや証明書のステータスによって
SSO が拒否されることもあります。たとえば、SSO が拒否されるのは次のようなときです。
•

サーバーが信頼済みサーバーとして登録されていて、証明書がインポートされておらず、信頼モードが
証明書による信頼に設定されている。

•

サーバー証明書がインポートされているが、失効している。

•

インストールされている証明書は iLO のセキュリティ要件を満たしていません。
◦

HighSecurity または FIPS セキュリティ状態が有効な場合、2048 ビット証明書が必要です。

◦

CNSA セキュリティ状態が有効な場合は、3072 ビット RSA キーまたは NIST P-384 曲線の 384 ビ
ット ECDSA キーを含む証明書が必要です。

信頼済みサーバーのリストは、SSO が無効になっているときは使用されません。iLO は SSO サーバー証
明書失効を強制しません。

シングルサインオン信頼モードのオプション
シングルサインオン信頼モードは、HPE SSO 要求に対する iLO の応答方法に影響します。
•

信頼なし（SSO 無効）（デフォルト） - すべての SSO 接続要求を拒否します。

•

証明書による信頼（最も安全） - iLO に事前にインポートされている証明書と照合することで、HPE SSO
準拠アプリケーションからの SSO 接続を有効にします。

•

名前による信頼 - 直接インポートされた IP アドレスまたは DNS 名と照合することで、HPE SSO 準拠ア
プリケーションからの SSO 接続を有効にします。

•

すべて信頼（最も安全性が低い） - HPE SSO 準拠アプリケーションから開始されたすべての SSO 接続を
受け入れます。

SSO ユーザー権限
ユーザーは、HPE SSO 準拠アプリケーションにログインすると、HPE SSO 準拠アプリケーションの役割割
り当てに基づいて認証されます。割り当てられている役割は、SSO が試みられるときに、iLO に渡されます。
SSO はシングルサインオン設定セクションで割り当てられた権限のみを受け入れようとします。iLO ディレ
クトリ設定は適用されません。
デフォルトの権限設定は以下のとおりです。
•

ユーザー — ログインのみ

•

オペレーター - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、およびホスト
BIOS 構成

•

管理者 - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、ホスト BIOS 構成、
iLO の設定の構成、ユーザーアカウント管理、ホスト NIC 構成、およびホストストレージ構成

信頼済み証明書の追加
証明書レポジトリは、標準的な証明書を 5 つ保持できます。標準的な証明書が発行されない場合、証明書のサ
イズは一定ではありません。割り当てられた保管領域がすべて使われると、それ以上のインポートは受け付け
られません。
HPE SSO 準拠アプリケーションから証明書を抽出する方法については、HPE SSO 準拠アプリケーションの
ドキュメントを参照してください。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス

61

前提条件
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、HPE SSO タブをクリックします。
2. インポートをクリックします。
3. 次のいずれかの方法を使用して、信頼済み証明書を追加します。
•

ダイレクトインポート - Base64 でエンコードされた証明書の X.509 データをコピーし、ダイレクトイ
ンポート セクションのテキストボックスに貼り付けてから、適用をクリックします。

•

インダイレクトインポート - DNS 名または IP アドレスを URL からのインポートセクションのテキス
トボックスに入力してから、適用をクリックします。
iLO はネットワーク経由で HPE SSO 準拠アプリケーションに接続して、証明書を取得して保存します。

直接 DNS 名のインポート
前提条件
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。
2. インポートをクリックします
3. DNS 名から直接インポートセクションに DNS 名または IP アドレスを入力し、適用をクリックします。

信頼済み証明書とレコードの表示
信頼済み証明書および記録を管理テーブルに、現在の iLO 管理プロセッサーで SSO を使用するように設定さ
れている信頼済みの証明書およびレコードのステータスが表示されます。
手順
ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。

信頼済み証明書およびレコードの詳細
ステータス
証明書またはレコードのステータス。以下のステータス値が表示されます。
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•

証明書またはレコードは有効です。

•

証明書またはレコードに問題があります。考えられる原因は、以下のとおりです。
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◦

レコードに DNS 名が含まれており、信頼モードが証明書による信頼に設定されています（証明書
のみが有効）。

◦

証明書が構成されており、信頼モードが名前による信頼に設定されています（直接インポートされ
た IP アドレスまたは DNS 名のみが有効）。

◦

信頼なし（SSO 無効）が選択されています。

◦

証明書は設定されている iLO セキュリティ状態に準拠していません。

•

証明書またはレコードが無効です。考えられる原因は、以下のとおりです。
◦

証明書の期限が切れています。証明書の詳細で詳細情報を確認してください。

◦

iLO のクロックが設定されていないか、正しく設定されていません。iLO のクロックは、証明書の
有効開始日と有効期限で示される範囲内に含まれている必要があります。

証明書
レコードに証明書が保存されていることを示します。アイコンの上にマウスカーソルを移動すると、証明
書の詳細情報（サブジェクト（被認証者）、発行元、日付など）が表示されます。
説明
サーバーの名前または証明書のサブジェクト（被認証者）。

信頼済み証明書とレコードの削除
前提条件
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。
2. 信頼済み証明書および記録を管理テーブルから 1 つ以上の信頼済み証明書またはレコードを選択します。
3. 削除をクリックします。
選択した証明書またはレコードを削除することを確認するプロンプトが表示されます。iLO
リモート管理システムの証明書を削除すると、iLO でリモート管理システムを使用する場合に正常に機能
しないことがあります。
4. はいをクリックします。

ログインセキュリティバナーの設定
ログインセキュリティバナー機能を使用すると、iLO ログインページに表示されるセキュリティバナーを設定
できます。たとえば、メッセージとサーバー所有者の連絡先情報を入力できます。
前提条件
iLO 設定の構成権限

ログインセキュリティバナーの設定
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手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、ログインセキュリティバナーをクリックします。
2. ログインセキュリティバナーを有効設定を有効にします。
iLO は、ログインセキュリティバナーに以下のデフォルトテキストを使用します。
This is a private system. It is to be used solely by authorized users
and may be monitored for all lawful purposes. By accessing this system,
you are consenting to such monitoring.
3. オプション：セキュリティメッセージをカスタマイズするには、セキュリティメッセージテキストボック
スにカスタムメッセージを入力します。
テキストボックスの上にあるバイトカウンターに、メッセージに使用できる残りのバイト数が表示されま
す。最大は 1,500 バイトです。
ヒント:
デフォルトのテキストを復元するには、デフォルトのメッセージを使用をクリックします。
4. 適用をクリックします。
次のログイン時にセキュリティメッセージが表示されます。

ブラウザーを使用したライセンスキーのインストール
前提条件
iLO 設定の構成特権
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。
2. アクティブ化キーボックスにライセンスキーを入力します。
セグメント間を移動するには、Tab キーを押すか、アクティブ化キーボックスのセグメントの内側をクリ
ックします。アクティブ化キーボックスのセグメントにデータを入力すると、カーソルは自動的に次に進
みます。
3. Install をクリックします。
エンドユーザー使用許諾契約を読み、合意したことを確認するプロンプトが iLO で表示されます。
エンドユーザー使用許諾契約の詳細は、ライセンスパックオプションキットに記載されています。
4. 同意するをクリックします。
これで、ライセンスキーは有効になります。
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ブラウザーを使用したライセンスキーのインストール

ライセンス情報の表示
手順
ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。

ライセンスの詳細
•

ライセンス - ライセンス名

•

ステータス - ライセンスのステータス

•

アクティベーションキー - インストールされているキー

失われたライセンスキーの復旧
iLO のライセンスキーが失われた場合、以下のメールアドレスのいずれかに交換要求とお客様の購入の証明を
送信してください。
•

南北アメリカ：licensing.ams@hpe.com

•

欧州、中東、およびアフリカ：licensing.emea@hpe.com

•

アジア太平洋地域および日本：licensing.apj@hpe.com

iLO ライセンス
iLO 標準機能はすべてのサーバーに搭載され、サーバーセットアップ、サーバーヘルスの監視、電力と温度制
御の監視、およびリモートサーバー管理を簡素化します。
iLO ライセンスは、マルチユーザーコラボレーション用のグラフィカルリモートコンソール、ビデオの録画と
再生のような機能や他の多くの機能を有効にします。
iLO ライセンスを登録する理由
•

登録により、一意の HPE サポート契約 ID（SAID）が有効になります。SAID はユーザーとユーザーが使
用する製品を識別します。

•

SAID を使用すると、より迅速な HPE サポートサービスが得られます。

•

HPE サポートセンターにアクセスできます。

•

HPE アップデートセンターでソフトウェアアップデートにアクセスできます。

•

重要な製品アラートを受信します。

•

HPE ライセンスポータルを使用して 1 つの場所で HPE 製品ライセンスキーを追跡します。

iLO ライセンスを登録する方法
1. ライセンス権利証明書またはライセンスの確認メールで権利注文番号（EON）を探します。
2. HPE ライセンスポータルで EON を入力します。
ライセンスキー情報
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•

無料の iLO トライアルライセンスの取得、またはライセンスキーの購入、登録、および取得については、
http://www.hpe.com/support/ilo-docs にある iLO ライセンスガイドを参照してください。

•

製品をインストールして使用するサーバーごとに 1 つの iLO ライセンスが必要です。ライセンスは譲渡で
きません。

•

別のサーバータイプを意味するライセンスキーを使用してサーバーにライセンスを適用することはできま
せん。

•

iLO Advanced ライセンスは Synergy コンピュートモジュールに自動的に付属します。

•

ライセンスキーを無くした場合、無くなったライセンスキーに対する手順に従います。

構成のセキュリティのための UEFI 設定
この項で説明する設定と制御を使用して、UEFI のセキュリティを構成します。

HPE Gen10 UEFI のセキュリティ機能
UEFI のセキュリティを設定するには、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセ
キュリティページで次の UEFI 機能を使用します。
•

電源投入時パスワードの設定
サーバーの電源投入時にパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。ブートプロセスを続行す
るには、有効なパスワードを入力します。ASR リブートの場合は、このパスワードが無視され、サーバー
は通常どおり起動します。

•

管理者パスワードの設定
このオプションは、サーバー構成を保護するパスワードを設定します。このオプションを有効にした場合、
構成を変更する許可を得る前に、このパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

•

セキュアブート設定
UEFI 準拠のオペレーティングシステムの起動時に、セキュアブートによって署名済みモジュールが BIOS
を安全にロードするかチェックされます。セキュアブートは、セキュアスタートとは異なり、搭載されて
いる可能性のあるサードパーティ製モジュールを含む、iLO および BIOS ファームウェア以外のファーム
ウェアと、BIOS の一部ではないドライバーをチェックします。さらに、セキュアブートでは、Windows
ブートローダーなどのコンピューターの起動後にロードされるモジュールもチェックします。
セキュアブートを設定する前に、ブートタイプとして UEFI モードを選択していることと、UEFI 最適化ブ
ートオプション（ブートモードメニュー）が有効になっていることを確認してください。

•

アドバンストセキュアブート（PK、KEK、DB/DBX のオプションを含む）
この機能で使用できるオプションを使用して、セキュアブートデータベースの証明書を追加または削除し
ます。

•

TLS（HTTPS）オプション
この機能は、TLS セッションを介した HTTP ブートの使用を指します。このタイプのブートによって、サ
ーバーを起動する特定の HTTPS URI を入力することができます。これは、PXE ブートに代わるより安全
な選択肢となります。
この機能ではさらに高度なセキュリティ設定が可能で、暗号スイート、あらゆる TLS 接続の証明書検証の
タイプ、厳密なホスト名のチェック、およびサポートされる TLS プロトコルのバージョンを選択できま
す。
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構成のセキュリティのための UEFI 設定

•

Trusted Platform Module オプション
Trusted Platform Module（TPM）によって、ファームウェアおよび OS で、ブートプロセスのすべてのフ
ェーズを測定できます。HPE Gen10 UEFI では、TPM 2.0 または TPM 1.2 のどちらに準拠するかを選択で
きます。TPM 2.0 には、柔軟なアルゴリズム、強化された権限、簡素化されたプロビジョニング、対称ア
ルゴリズムを使用して内部で保護されるアセットなど、TPM 1.2 よりも優れた点がいくつかあります。
この機能のオプションには、チップセット TPM（有効にすると、システムが TPM 2.0 準拠になります）お
よび現在の TPM のタイプと現在の TPM の状態があります。

•

インテル TXT サポート
このオプションでインテル TXT サポートを有効または無効にします。インテル TXT は、TPM と暗号化技
術を使用してソフトウェアとプラットフォームのコンポーネントを測定することで、誤動作するコンポー
ネントや侵害されたコンポーネントが実行されないようにし、システムの構成を変更する可能性のあるソ
フトウェアベースの攻撃から守ります。

•

ワンタイムブートメニュー
このオプションを使用して、POST ワンタイムブート F11 プロンプトを無効にします。無効にすると、
POST 実行中にこのプロンプトは表示されず、F11 キーは無効になります。

•

Intelligent Provisioning
このオプションを使用して、Intelligent Provisioning へのアクセスを有効または無効にします。デフォルト
は有効です。無効にすると、POST 実行中にこのプロンプトは表示されず、F10 キーは無効になります。

•

プロセッサー AES-NI サポート
プロセッサー内の高度暗号化標準命令セット（AES-NI）を有効または無効にするには、このオプションを
使用してください。有効にすると、AES を使用して暗号化と復号化を実行するアプリケーションの速度が
向上します。

•

バックアップ ROM イメージの認証
このオプションを有効にすると、起動時にバックアップ ROM イメージが認証されます。これにより、現
在の ROM が壊れているとセキュアスタートが判断した場合に、システムがブート時にバックアップ ROM
を使用し、信頼できるフェイルセーフを実現します。バックアップ ROM は、システム構成 > BIOS/プラ
ットフォーム構成（RBSU） > アドバンストオプションの順に選択することで、UEFI で手動で選択するこ
ともできます。

•

システム侵入検知
このオプションを有効にすると、システム侵入スイッチがアラートを送信するたびに、UEFI で通知を受信
できます。

•

セキュアスタート
この機能は、デフォルトでは有効になっていて常にオンで、POST 実行中に iLO および BIOS ファームウ
ェアをスキャンし、改ざんまたは破損が見つかると、ファームウェアを統合されたバックアップからロー
ドします。セキュアスタートは、製造チェーンの初期段階で挿入されている可能性のあるマルウェアから
の保護に最適です。セキュアスタートには個別に設定できるオプションはありません。

SATA セキュア消去
システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ストレージオプション > SATA コントローラーオプ
ションの順に選択することで使用できます。ここでこのオプションを有効にすると、Intelligent Provisioning
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からセキュア消去プロセスが開始されたときに、システムに接続されている互換性のある SATA ハードディス
クを安全に消去できます。

iLO 5 構成ユーティリティの使用
iLO 5 構成ユーティリティオプション
iLO 5 構成ユーティリティには、物理システムコンソールまたは iLO 5 リモートコンソールセッションを使用
してアクセスできます。このユーティリティは、次のオプションを備えています。
•

ネットワークオプション

•

アドバンストネットワークオプション

•

ユーザー管理

•

設定オプション

•

工場出荷時のデフォルトにセット

•

iLO のリセット

•

バージョン情報

このセクションのタスクについて
iLO 5 構成ユーティリティにアクセスして、以下のタスクを実行する必要があります。UEFI でシステムユー
ティリティ > システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティの順に選択してユーティリティにアクセスします。

ネットワークオプション
•

MAC アドレス（読み取り専用）- 選択している iLO ネットワークインターフェイスの MAC アドレスを指
定します。

•

ネットワークインターフェイスアダプター - 使用する iLO ネットワークインターフェイスアダプターを指
定します。

•

◦

オン - iLO 専用ネットワークポートを使用します。

◦

共有ネットワークポート - 共有ネットワークポートを使用します。このオプションは、サポートされて
いるサーバーでのみ使用できます。

◦

オフ - iLO へのすべてのネットワークインターフェイスが無効になります。

送信速度自動選択（iLO 専用ネットワークポートのみ）- ネットワークに接続しているときに、サポートさ
れる最高のリンク速度とデュプレックス設定を iLO がネゴシエートできるようにします。
このオプションは、ネットワークインターフェイスアダプターがオンに設定されている場合にのみ使用で
きます。

•

送信速度手動設定（iLO 専用ネットワークポートのみ）- iLO ネットワークインターフェイスのリンク速度
を設定します。
このオプションは、ネットワークインターフェイスアダプターがオンに設定され、送信速度自動選択がオ
フに設定されている場合にのみ使用できます。

•

送信デュプレックス設定（iLO 専用ネットワークポートのみ）- iLO ネットワークインターフェイスのリン
クデュプレックス設定を設定します。
このオプションは、ネットワークインターフェイスアダプターがオンに設定され、送信速度自動選択がオ
フに設定されている場合にのみ使用できます。
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iLO 5 構成ユーティリティの使用

•

VLAN 有効（共有ネットワークポートのみ）- VLAN 機能を有効にします。
共有ネットワークポートがアクティブで VLAN が有効な場合、iLO 共有ネットワークポートは VLAN の一
部になります。物理的に同じ LAN に接続されている場合でも、異なる VLAN タグを持つすべてのネットワ
ークデバイスが、独立した LAN にあるかのように表示されます。このオプションは、ネットワークインタ
ーフェイスアダプターが共有ネットワークポートに設定されている場合にのみ使用できます。

•

VLAN ID（共有ネットワークポートのみ）- VLAN が有効な場合は、VLAN タグを指定します。
相互に通信するネットワークデバイスすべてが、同じ VLAN タグを持つ必要があります。VLAN タグは、
1～4094 の任意の番号です。このオプションは、ネットワークインターフェイスアダプターが共有ネット
ワークポートに設定されている場合にのみ使用できます。

•

DHCP 有効 - iLO が DHCP サーバーから IP アドレス（およびその他の多くの設定）を取得するよう構成
します。

•

DNS 名 - iLO サブシステムの DNS 名を設定します。
この名前は、IP アドレスではなく iLO サブシステム名に接続するよう DHCP と DNS を構成している場合
にのみ使用できます。

•

IP アドレス - iLO の IP アドレスを指定します。
DHCP を使用している場合、iLO IP アドレスが自動的に提供します。DHCP を使用しない場合は、静的 IP
アドレスを入力します。

•

サブネットマスク— iLO IP ネットワークのサブネットマスクを指定します。
DHCP を使用する場合、サブネットマスクは自動的に提供されます。DHCP を使用しない場合は、ネット
ワークのサブネットマスクを入力します。

•

ゲートウェイ IP アドレス - iLO のゲートウェイ IP アドレスを指定します。
DHCP を使用している場合、iLO ゲートウェイの IP アドレスが自動的に提供されます。DHCP を使用しな
い場合は、iLO のゲートウェイ IP アドレスを入力します。

ネットワークオプションの構成
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > ネットワークオプションを
選択します。
2. ネットワークオプションのいずれかを選択し、そのオプションの設定を選択するかまたは値を入力します。
3. 設定を保存します。

アドバンストネットワークオプション
•

DHCP からのゲートウェイ - iLO が DHCP サーバー提供のゲートウェイを使用するかどうかを指定しま
す。

•

ゲートウェイ#1、ゲートウェイ#2、およびゲートウェイ#3 - DHCP からのゲートウェイが無効の場合は、
最大 3 つの iLO ゲートウェイの IP アドレスを指定します。

•

DHCP 経路 - iLO が DHCP サーバー提供の静的経路を使用するかどうかを指定します。

•

経路 1、経路 2、および経路 3 - DHCP 経路が無効の場合は、iLO の静的ルート先、マスク、およびゲート
ウェイアドレスを指定します。

•

DHCP からの DNS - iLO が DHCP サーバー提供の DNS サーバーリストを使用するかどうかを指定しま
す。
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•

DNS サーバー 1、DNS サーバー 2、DNS サーバー 3 — DHCP からの DNS が無効の場合は、プライマリ、
セカンダリ、およびターシャリ DNS サーバーを指定します。

•

DHCP からの WINS - iLO が DHCP サーバー提供の WINS サーバーリストを使用するかどうかを指定しま
す。

•

WINS サーバーに登録 - iLO が WINS サーバーに名前を登録するかどうかを指定します。

•

WINS サーバー#1 および WINS サーバー#2 - DHCP からの WINS が無効の場合は、プライマリおよびセカ
ンダリ WINS サーバーを指定します。

•

ドメイン名 - iLO のドメイン名。DHCP を使用していない場合は、ドメイン名を指定します。

アドバンストネットワークオプションの構成
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > アドバンストネットワーク
オプションを選択します。
2. アドバンストネットワークオプションのいずれかを選択し、そのオプションの設定を選択するかまたは値
を入力します。
3. 設定を保存します。

ユーザー管理
•

ユーザーの追加

•

ユーザーの編集/削除

ユーザーの追加
このオプションを使用して、次の権限と情報を持つ新しいローカル iLO ユーザーアカウントを追加します。
iLO 5 ユーザー権限
•

ユーザーアカウントの管理— ローカルの iLO ユーザーアカウントを追加、編集、および削除できます。こ
の権限を持つユーザーは、すべてのユーザーの権限を変更できます。
この権限がないと、本人の設定の表示と本人のパスワードの変更しか実行できません。

•

リモートコンソールアクセス - ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、ホストシステムのリモート
コンソールにリモートでアクセスできます。

•

仮想電源およびリセット - ホストシステムの電源再投入やリセットを実行できます。
これらの操作はシステムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システムに NMI を生成ボタ
ンを使用してシステムを診断できます。

•

仮想メディア - ホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。

•

設定の構成 - セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、iLO ファームウェアをリモート更新
することができます。
この権限では、ローカルユーザーアカウントは管理できません。iLO を構成したら、Web インターフェイ
ス、HPQLOCFG、または CLI を使用して、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、再構成を防止し
ます。iLO RBSU、iLO 5 構成ユーティリティ、または HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続
き iLO を再構成できます。ユーザーアカウント管理権限を持つユーザーのみが、この権限を有効または無
効にすることができます。

•
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ホスト BIOS - UEFI システムユーティリティを使用してホスト BIOS 設定を構成できます。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス

•

ホスト NIC 構成 - ホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - ホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - リカバリインストールセットを管理できます。
注記:
デフォルトでは、リカバリセット権限はデフォルトの Administrator アカウントに割り当てられます。この
権限を別のアカウントに割り当てるには、すでにこの権限を持つアカウントで iLO Web インターフェイス
にログインします。セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無
効にするように設定されている場合、この権限を使用できません。

新しいユーザーの情報
•

新しいユーザー名 - ユーザー管理ページのユーザーリストに表示する名前を指定します。ユーザー名は、
ログイン名と同じである必要はありません。ユーザー名は最長で 39 文字です。ユーザー名には、印字可
能な文字を使用する必要があります。わかりやすいユーザー名を割り当てると、各ログイン名の所有者を
簡単に識別でき便利です。

•

ログイン名 - iLO にログインするときに使用する必要がある名前を指定します。ユーザー管理ページ、iLO
概要ページ、および iLO ログのユーザーリストに表示されます。 ログイン名は、ユーザー名と同じである
必要はありません。ログイン名の最大長は 39 文字です。ログイン名には、印字可能な文字を使用する必要
があります。

•

パスワードおよびパスワードの確認 - iLO にログインするために使用するパスワードの設定と確認を行い
ます。パスワードは、最長 39 文字です。パスワードは、確認のために 2 度入力します。

新しいユーザーアカウントの追加
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > ユーザー管理 > ユーザーの
追加を選択します。
2. いずれかの iLO 5 ユーザー権限を選択します。
3. 各オプションで、次のいずれかの設定を選択します。
•

はい - このユーザーの権限を有効にします。

•

いいえ - このユーザーの権限を無効にします。

4. 新しいユーザー情報エントリーを選択します。
5. 新しいユーザーの各エントリーを入力します。
6. 必要な数のユーザーアカウントを作成し、設定を保存します。

ユーザーの編集/削除
このオプションを使用して、iLO のユーザーアカウントの設定を編集するか、ユーザーアカウントを削除しま
す。
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ユーザーアカウントの編集または削除
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > ユーザー管理 > ユーザーの
編集/削除を選択します。
2. 編集または削除するユーザーアカウントのアクションメニューを選択します。
3. 次のいずれかを選択します。
•

削除 - ユーザーアカウントを削除します。

•

編集 - ユーザーのログイン名、パスワード、またはユーザー権限を編集できます。

4. 必要な数のユーザーアカウントを更新し、設定を保存します。

設定オプション
このメニューを使用して、iLO アクセス設定の表示と構成を行います。
•

iLO 5 機能— iLO の機能が利用可能かどうかを指定します。この設定が有効（デフォルト）になっている
場合、iLO ネットワークを使用でき、オペレーティングシステムドライバーとの通信がアクティブです。
この設定が無効になっている場合、iLO ネットワークと、オペレーティングシステムドライバーとの通信
が切断されます。
iLO の機能が無効になっている場合、iLO ネットワークおよびオペレーティングシステムドライバーとの通
信は切断されます。
注記:
ProLiant ブレードサーバーの場合、iLO 機能はブレードサーバーで無効にできません。

•

iLO 5 構成ユーティリティ - iLO 5 構成ユーティリティを有効または無効にします。
このオプションが無効に設定されている場合、UEFI システムユーティリティにアクセスしても、iLO 5 構
成ユーティリティのメニュー項目は使用できません。

•

iLO 5 構成のためのログインが必要 -- ユーザーが iLO 機能にアクセスしたときに、ユーザー認証情報プロ
ンプトを表示するかどうかを指定します。
この設定が有効の場合は、SUM および RESTful インターフェイスツールの更新などを含む機能に対して
ユーザー認証情報を入力します。

•

POST 中に iLO 5 の IP アドレスを表示 - ホストサーバーの POST 中に iLO のネットワーク IP アドレス
を表示できます。

•

ローカルユーザー - ローカル ユーザー アカウントアクセスを有効または無効にします。

•

シリアル CLI ステータス - シリアルポート経由での CLI 機能のログインモデルを指定します。設定は次
のとおりです。
◦

有効 - 認証は必要 - ホストシリアルポートに接続された端末から iLO CLP にアクセスできます。有効
な iLO ユーザー証明書が必要です。

◦

有効 - 認証は不要 - ホストシリアルポートに接続された端末から iLO CLP にアクセスできます。iLO
ユーザー証明書は不要です。

◦

無効 - ホストシリアルポートから iLO CLP へのアクセスを無効にします。
物理シリアルデバイスを使用する予定の場合は、このオプションを使用してください。
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•

シリアル CLI 速度(ビット/秒) - CLI 機能のためのシリアルポートの速度を指定します。設定（ビット/秒）
は、次のとおりです。
◦

9600

◦

19200

◦

57600

◦

115200

正常に動作するためには、シリアルポート構成がパリティなし、データビット 8、ストップビット 1（N/
8/1）に設定されている必要があります。
注記:
速度 38400 は、iLO Web インターフェイスでサポートされていますが、iLO 5 構成ユーティリティでは現
在サポートされていません。
•

iLO Web インターフェイス - iLO と通信するために iLO Web インターフェイスを使用できるかどうかを
指定します。この設定は、デフォルトで有効になっています。

アクセス設定の構成
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > 設定オプションを選択しま
す。
2. ユーザーアクセスの設定オプションを更新します。
3. 設定を保存します。

工場出荷時のデフォルトにセット
注意:
この操作を行うと、すべてのユーザーおよびライセンスデータが消去されます。
このオプションを使用して、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。リセットした場合、次に
システムを再起動するまで iLO 5 構成ユーティリティにアクセスできません。iLO をリモートで管理してい
る場合は、リモートコンソールセッションが自動的に終了します。
サーバーに工場でインストールされたライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。

iLO の工場出荷時デフォルト設定へのリセット
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > 工場出荷時のデフォルトに
セットを選択します。
iLO 5 構成ユーティリティに、はいまたはいいえを選択する画面が表示されます。
2. はい を選択します。
3. リセットの確認を求めるプロンプトが表示されたら、Enter キーを押します。
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iLO が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。iLO をリモートで管理している場合は、リモート
コンソールセッションが自動的に終了します。
4. ブートプロセスを再開します。
a. オプション：iLO をリモート管理している場合は、iLO のリセットが完了するのを待ってから、iLO リ
モートコンソールを起動します。
以前のセッションの iLO 5 構成ユーティリティ画面がまだ開いています。
b. メインメニューが表示されるまで、Esc キーを押します。
c. メインメニューで、終了して再起動を選択し、Enter キーを押します。
d. 要求の確認を求めるメッセージが表示されたら、Enter キーを押して画面を終了し、ブートプロセスを
再開します。

iLO のリセット
iLO の応答が遅い場合は、このオプションを使用してリセットを実行することができます。
この方法で iLO をリセットしても構成が変更されることはありませんが、iLO へのアクティブな接続がすべて
終了します。iLO をリセットすると、次の再起動まで iLO 5 構成ユーティリティを使用できなくなります。

iLO のアクティブな接続のリセット
前提条件
iLO 設定権限の構成
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > iLO をリセットを選択しま
す。
iLO 5 構成ユーティリティに、はいまたはいいえを選択する画面が表示されます。
2. はい を選択します。
3. リセットの確認を求めるプロンプトが表示されたら、Enter キーを押します。
アクティブな iLO 接続がリセットされます。iLO をリモートで管理している場合は、リモートコンソール
セッションが自動的に終了します。
4. ブートプロセスを再開します。
a. オプション：iLO をリモート管理している場合は、iLO のリセットが完了するのを待ってから、iLO リ
モートコンソールを起動します。
以前のセッションの UEFI システムユーティリティがまだ開いています。
b. メインメニューが表示されるまで、Esc キーを押します。
c. メインメニューで、終了して再起動を選択し、Enter キーを押します。
d. 要求の確認を求めるメッセージが表示されたら、Enter キーを押してユーティリティを終了し、通常の
ブートプロセスを再開します。

バージョン情報
このメニューを使用して、次の iLO コンポーネントに関する情報を表示します。
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•

ファームウェア日付 - iLO ファームウェアのリビジョン日付。

•

ファームウェアバージョン - iLO ファームウェアバージョン。

•

iLO CPLD バージョン - iLO CPLD（Complex Programmable Logic Device）のバージョン。

•

ホスト CPLD バージョン - サーバーの CPLD のバージョン。

•

シリアル番号 - iLO のシリアル番号。

•

PCI BUS - iLO プロセッサーが接続されている PCI バス。

•

デバイス - PCI バス内の iLO に割り当てられているデバイス番号。

iLO に関する情報の表示
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > バージョン情報を選択しま
す。
2. iLO コンポーネントのバージョン情報を表示します。

iLO Amplifier Pack 構成のセキュリティ
iLO Amplifier Pack では、セキュリティイベントを含むイベントを表示する詳細なアラートをリアルタイムで
監視できます。また、iLO Amplifier Pack には強力な自動リカバリツールも含まれています。
以下のタスクは、iLO Amplifier Pack VM アプライアンスのダッシュボードから実行する必要があります。

管理対象サーバーのアラート
インベントリプロセスの一部として、iLO Amplifier Pack はサーバーアラートについて iLO にサブスクライブ
します。特定の状況が発生し、iLO Amplifier Pack が iLO からイベントを受信したときに、電子メールまたは
IFTTT アラートを送信します。

管理対象サーバーからのアラートの表示
管理サーバーのアラートページを使用して、管理サーバーから受信したアラートに関する詳細情報を表示しま
す。
前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

◦

Configure Manager

◦

Configure User

iLO Amplifier Pack 構成のセキュリティ
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◦

Configure Devices

◦

Login

手順
1. 左側のナビゲーションメニューで、アラートおよびイベントログをクリックします。
2. 管理サーバーのアラートをクリックします。
イベントリストに、各イベントについて、以下の情報が表示されます。
•

深刻度 - イベントの深刻度

•

iLO IP アドレス - iLO の IP アドレス

•

アラートのカテゴリ - イベントのタイプ

•

アラート名 - イベントの名前

•

タイムスタンプ - 各イベントの日付とタイムスタンプ

3. このページの追加のオプション：
•

検索ボックスに値を入力して、特定の情報を検索します。

•

エントリーを表示メニューを使用して、ページごとに表示するイベントの数を選択します。

•

山カッコアイコンをクリックすると、イベントのサマリーと説明および追加のアクションが必要かどう
かが表示されます。

•

ナビゲーションボタンを使用して、アラートリストの先頭、前、次、または最終ページを表示します。
特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

•

CSV にエクスポートをクリックして、サーバーアラートリストをダウンロードします。

•

すべてクリアをクリックして、サーバーアラートリストからすべてのアラートを削除します。

サーバーアラートの深刻度
以下のアイコンがイベントの深刻度を示します。
•

Critical - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）を示しています。すぐ
に対処する必要があります。

•

Warning - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

•

Ok - イベントは正常な動作のパラメーター範囲内です。

サーバーアラートの詳細
各管理対象サーバーアラートに対して、以下の情報がリストされます。
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•

Severity - アラートの深刻度レベル

•

iLO IP Address - 管理対象サーバー上の iLO プロセッサーの IP アドレス。

•

Alert Category - アラートの種類
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•

Alert Name - アラート名

•

TimeStamp - アラートが記録された日付と時刻

Server Alert Viewer リストのクリア
注記:
Server Alert Viewer では最大 5000 アラートを表示できます。
手順
1. ナビゲーションツリーで Alerts and Event Logs を選択し、Managed Servers Alerts をクリックします。
2. Clear All をクリックします。
3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、YES をクリックします。

サーバーアラートの.csv ファイルへのエクスポート
手順
1. 左側のナビゲーションメニューから Alerts and Event Logs を選択し、Managed Servers Alerts をクリ
ックします。
2. Export to CSV をクリックします。
3. .csv ファイルを保存するための場所を選択し、Save をクリックします。

アクティビティログおよびアラート
iLO Amplifier Pack は、生成元がユーザーかアプライアンス自体かにかかわらず、システムで発生するすべて
のアクティビティを記録します。
アクティビティログは、ユーザーによって構成されている場合に、電子メールまたは IFTTT アラートとして
送信されます。

アクティビティログの表示
このページを使用して、iLO Amplifier Pack によって生成されるログとアラートを表示します。

アクティビティログおよびアラート
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前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

◦

Configure Manager

◦

Configure User

◦

Configure Devices

◦

Login

手順
1. アラートおよびイベントログをクリックします。
2. アクティビティログおよびアラートをクリックします。
イベントリストに、各イベントについて、以下の情報が表示されます。
•

イベント名 - イベントの名前

•

時間 - 各イベントの日付とタイムスタンプ

•

深刻度 - イベントの深刻度

•

イベントサマリー - イベントの説明

•

影響を受けたシステム - タスクの影響を受けたシステム

3. このページの追加のオプション：
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•

特定のイベントを検索するには、検索フィールドを使用します。

•

エントリーを表示メニューを使用して、ページごとに表示するイベントの数を選択します。

•

イベントの横にある山カッコをクリックすると、イベントの説明と追加のアクションが必要かどうかが
表示されます。

•

ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または最終ページを表示します。特定のペ
ージ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

•

.csv 形式で情報をダウンロードするには、CSV にエクスポートをクリックします。

•

イベントリストの内容をクリアするには、すべてクリアをクリックします。

アクティビティのアラートのクリア
手順
1. 左側のナビゲーションメニューから Activity Logs and Alerts を選択し、Activity Alerts タブをクリック
します。
2. Clear All をクリックします。
3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、YES をクリックします。

リカバリ管理
はじめに
iLO Amplifier Pack v1.15 では、iLO 5 v1.17 と連動して、ユーザーが作成したリカバリポリシーに従って Gen
10 サーバーを復旧するためのサーバーシステム復元機能が導入されました。
iLO が iLO Amplifier Pack によって監視されているサーバーでシステムの破損を検出すると、iLO は、iLO
Amplifier Pack にシステムリカバリプロセスを開始して管理するようアラートを自動で送信します。iLO
Amplifier Pack は、影響を受けたシステムについてユーザーが作成したリカバリポリシーとそのイベントを照
合してから、サーバーに割り当てられたリカバリポリシーで説明されているリカバリプロセスを開始します。
前提条件
•

Gen10 サーバープラットフォーム iLO 5 v1.17 以降

•

サーバーシステム復元機能を使用するには、iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスが必要で
す。

•

iLO Amplifier Pack ユーザーがリカバリ関連の操作を実行するには、Configure Manager with Security 特権
が必要です。

•

リカバリに使用するファームウェアベースラインには、iLO 5 1.17 以降が必要です。

•

Gen10 サーバープラットフォームのリカバリ管理を行う場合、HPE は、BIOS ブートモードを UEFI モー
ドに構成することを推奨します。

•

デバイスによる完全自動リカバリの場合は、リカバリポリシーで次の 3 つのベースラインが指定されてい
る必要があります。ファームウェア + 構成 + オペレーティングシステム

•

デバイスによるリカバリをトリガーするには、iLO に少なくとも 1 つのリカバリインストールセットが必
要です。HPE では、iLO Amplifier Pack でリカバリ機能を使用するために、iLO 工場出荷時インストールセ
ットを削除しないことを推奨します。

リカバリ管理
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詳細情報
以下のページでは、リカバリポリシーの定義、管理サーバーへのリカバリポリシーの割当、およびリカバリプ
ロセスの監視を行うための iLO Amplifier Pack のツールについて説明しています。
•

リカバリポリシー

•

リカバリ管理

•

リカバリタスクの監視

リカバリ操作
リカバリ操作は、それぞれ同様の経路を通ります。

自動リカバリ操作
以下の手順に従って、自動サーバーリカバリまたはデバイスによる完全リカバリを実行します。
1. ファームウェアと OS のベースラインをインポートします。詳細については、ファームウェアベースライ
ンのインポートおよび OS ベースラインのインポートを参照してください。
2. 構成ベースラインを作成するか、サーバーからインポートします。詳細については、構成ベースラインの
作成およびサーバーからの構成ベースラインのインポートを参照してください。
3. ファームウェア、構成、および OS のベースラインと共にリカバリポリシーを作成します。詳細について
は、リカバリポリシーの作成を参照してください。
4. 自動リカバリ操作を有効にして、選択したサーバーにリカバリポリシーを割り当てます。詳細については、
リカバリポリシーの割当を参照してください。
5. 破損したファームウェアの検出時に、iLO からリカバリメッセージが送信されると、iLO Amplifier Pack で
リカバリタスクがトリガーされます。
手動リカバリ操作
手動リカバリを実行するには、以下の手順に従います。
1. ファームウェアと OS のベースラインをインポートします。詳細については、ファームウェアベースライ
ンのインポートおよび OS ベースラインのインポートを参照してください。
2. iLO Amplifier Pack が iLO からファームウェア破損のアラートを受信すると、管理ページで選択されている
サーバーのチェックボックスが有効になります。
3. 必要なベースラインまたはリカバリポリシーを選択することにより、手動リカバリを選択して実行するこ
とができます。詳細については、手動リカバリの実行を参照してください。

ファームウェアベースラインのインポート
ベースラインのインポート機能を使用して、ファームウェアアップデートのために SPP またはカスタム SPP
iso イメージに簡単にアクセスできるようにします。iLO Amplifier Pack は、最大 80 GB のベースラインスト
レージ（ファームウェアと OS のベースラインファイルを含む）をサポートします。ファームウェアベースラ
インページの上部に、使用済み領域の割合（パーセンテージ）が表示されます。
前提条件
•
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◦

Configure Manager with Security

◦

Configure Manager

◦

Configure User

◦

Configure Devices

手順
1. 左側のナビゲーションメニューからベースライン管理をクリックし、ファームウェアベースラインをクリ
ックします。
2. ベースラインのインポートをクリックします。
3. インポートタイプメニューからネットワーク共有（NFS）または HTTP/HTTPS をクリックして選択しま
す。
4. 次のいずれかを実行します。
•

NFS の場合は、IP アドレス、マウントパス、ストレージパスを入力します。

•

iso イメージに HTTP または HTTPS url を入力します。

5. インポートをクリックすると、iso イメージがインポートされます。キャンセルをクリックすると、ファー
ムウェアベースラインページに戻ります。
6. インポートが完了すると、ファームウェアベースラインページに、そのベースラインと以下の情報が表示
されます。
•

.iso ファイル名

•

ベースライン名

•

バージョン

•

インポートのステータス

•

ファイルサイズ（MB）

7.（オプション） ベースラインを削除するには、

をクリックします。

注記:
ベースラインがリカバリポリシーに含まれている場合、またはタスクによって使用されている場合は削除
できません。
8.（オプション） コンポーネント名、使用可能なバージョン、ファイル名、推奨事項など、コンポーネント
の詳細については、詳細の表示をクリックします。
推奨フィールドには、アップデートの重要度に基づくベースラインコンポーネントに関する HPE の推奨事
項が表示されます。以下の値は、使用するベースラインのコンポーネントを選択する際に役立ちます。
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•

推奨

•

クリティカル

•

オプション

OS ベースラインのインポート
OS ベースラインは、バックアップから OS、レイヤードアプリケーション、およびデータを復元するために
サーバーシステムの復元プロセスで使用される、ユーザーが作成したブート可能な.iso イメージです。
サーバーシステムを復元するためにオペレーティングシステムの.iso イメージをインポートするには、ベース
ラインのインポート機能を使用します。iLO Amplifier Pack は、最大 80 GB のベースラインストレージ（ファ
ームウェアと OS のベースラインファイルを含む）をサポートします。OS ベースラインページの上部に、使
用済み領域の割合（パーセンテージ）が表示されます。
前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

◦

Configure Manager

◦

Configure User

◦

Configure Devices

手順
1. 左側のナビゲーションメニューからベースライン管理をクリックし、OS ベースラインをクリックします。
2. ベースラインのインポートをクリックします。
3. インポートタイプメニューからネットワーク共有（NFS）または HTTP/HTTPS をクリックして選択しま
す。
4. 次のいずれかを実行します。
•

NFS の場合は、IP アドレス、マウントパス、ストレージパスを入力します。

•

iso イメージに HTTP または HTTPS url を入力します。

5. インポートをクリックして.iso イメージをインポートするか、キャンセルをクリックして OS ベースライ
ンページに戻ります。
6. インポートが完了すると、OS ベースラインページに、そのベースラインと以下の情報が表示されます。
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•

.iso ファイル名

•

ベースライン名

•

インポートのステータス

•

ファイルサイズ（MB）
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ベースラインを削除するには、

をクリックします。

注記:
ベースラインがリカバリポリシーに含まれている場合、またはタスクによって使用されている場合は削除
できません。

構成ベースラインの操作
構成ベースラインは、サーバー構成設定（BIOS、iLO、および Smart Storage の設定など）を作成またはイン
ポートし、サーバーシステムの復元プロセス中にそれをサーバーに復元する場合に使用します。
構成ベースラインページの構成ベースラインリストでは、次の情報が提供されます。
•

ステータス

•

構成ベースライン名

•

構成ベースラインタイプ

•

作成者

構成ベースラインページを使用して構成設定を作成、インポート、編集、および削除します。
構成ベースラインの作成
前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

◦

Configure Manager

◦

Configure User

◦

Configure Devices

手順
1. 左側のナビゲーションメニューからベースライン管理をクリックしてから、構成ベースラインをクリック
します。
2. 新しい構成ベースラインをクリックします。
3. 構成ベースライン名フィールドに名前を入力します。
4. 次のカテゴリからプロパティを選択します。
•

BIOS 詳細、汎用、およびプラットフォームの設定 -- 詳しくは、UEFI のドキュメント（http://
www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs から入手可能）を参照してください。
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注記:
Gen10 サーバープラットフォームのリカバリ管理を行う場合、HPE は、BIOS ブートモードを UEFI モ
ードに構成することを推奨します。
•

ブート設定

•

スマートストレージ設定 -- 詳しくは、スマートストレージおよび論理ドライブのドキュメント（http://
www.hpe.com/info/storage/docs から入手可能）を参照してください。

•

iLO 設定 -- 詳しくは、iLO のドキュメント（http://www.hpe.com/support/ilo-docs から入手可能）を
参照してください。

5. パラメーターのリストをスクロールし、チェックボックスをクリックしてベースラインに含めるパラメー
ターを選択します。
6. 値列で、選択した各パラメーターの値を指定します。
7. 作成をクリックします。
構成ベースラインページのリストに新しい構成ベースラインが表示されます。
サーバーからの構成ベースラインのインポート
前提条件
•

•

ユーザーの権限
◦

Configure Devices

◦

Configure User

◦

Configure Manager

◦

Configure Manager with Security

構成のインポート機能を使用するには、サーバーの電源をオンにする必要があります。サーバーの電源が
オフになっていると、インポート構成タスクは失敗します。

手順
1. 左側のナビゲーションメニューからベースライン管理をクリックしてから、構成ベースラインをクリック
します。
2. サーバーから構成をインポートをクリックします。
3. 構成ベースライン名フィールドに名前を入力します。
4. チェックボックスをクリックしてサーバーを選択し、インポートをクリックします。
構成ベースラインページのサーバー構成ベースラインのリストに、新しい構成ベースラインが表示されま
す。
新しい構成ベースラインの編集
カスタマイズ可能なサーバー構成ベースラインを編集するには、以下の手順を行います。
注記:
スナップショットのサーバー構成ベースラインは編集できません。
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前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

◦

Configure Manager

◦

Configure User

◦

Configure Devices

手順
1. 左側のナビゲーションメニューからベースライン管理をクリックしてから、構成ベースラインをクリック
します。
2. サーバー構成ベースラインのリストで編集するベースラインの横にある右向き矢印をクリックします。
ベースラインの設定が表示されます。
3. 次のカテゴリからプロパティを選択します。
•

BIOS 詳細、汎用、およびプラットフォームの設定 -- 詳しくは、UEFI のドキュメント（http://
www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs から入手可能）を参照してください。

•

ブート設定

•

スマートストレージ設定 -- 詳しくは、スマートストレージおよび論理ドライブのドキュメント（http://
www.hpe.com/info/storage/docs から入手可能）を参照してください。

•

iLO 設定 -- 詳しくは、iLO のドキュメント（http://www.hpe.com/support/ilo-docs から入手可能）を
参照してください。

4. パラメーターのリストをスクロールし、チェックボックスをクリックしてベースラインで変更するパラメ
ーターを選択します。
5. 値列で、選択した各パラメーターの値を指定します。
6. 更新をクリックして変更を保存します。
構成ベースラインの削除
前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

◦

Configure Manager
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◦

Configure User

◦

Configure Devices

手順
1. 左側のナビゲーションメニューからベースライン管理をクリックしてから、構成ベースラインをクリック
します。
2. 削除するベースラインの横にある右矢印をクリックし、削除をクリックします。
注記:
ベースラインがリカバリポリシーに含まれている場合、またはタスクによって使用されている場合は削除
できません。

リカバリポリシー
リカバリポリシーの作成

前提条件
•

ユーザーの権限
◦

•

Configure Manager with Security

OS ベースラインまたはファームウェアのベースラインを含むリカバリポリシーを作成するには、まずベ
ースラインの管理ページから iLO Amplifier Pack にベースラインをアップロードする必要があります。

手順
1. 左側のナビゲーションメニューでリカバリ管理をクリックしてからリカバリポリシーをクリックします。
2. 新しいポリシーを作成をクリックします。
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3. 新しいポリシーの名前を入力し、ファームウェア、構成、および OS ベースラインを選択します。
以下の組み合わせがサポートされます。
•

ファームウェアのみ

•

ファームウェア + 構成

•

オペレーティングシステムのみ

•

ファームウェア + 構成 + オペレーティングシステム

注記:
•

ファームウェアのベースラインのリストには、iLO Amplifier Pack に正常にアップロードされたものだ
けが含まれます。

•

ファームウェアのベースラインのリストには、Gen10 サーバープラットフォームをサポートするファー
ムウェアを含むものだけが含まれます。

•

構成ベースラインのリストには、インポート中またはインポートに失敗したスナップショット構成ベー
スラインは含まれません。

4. 作成をクリックしてポリシーを保存します。
新しいポリシーがリカバリポリシーページのリストに表示されます。

リカバリポリシーの削除
前提条件
•

ユーザーの権限
◦

•

Configure Manager with Security

リカバリポリシーを削除する前に、そのポリシーが割り当てられている可能性があるサーバーからポリシ
ーの割当解除を行います。

手順
1. 左側のナビゲーションメニューでリカバリ管理をクリックしてからリカバリポリシーをクリックします。
2. 削除するポリシーの

アイコンをクリックします。

リカバリ管理
リカバリ管理ページには、iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスがインストールされ、iLO
Amplifier Pack によって管理される Gen10 サーバープラットフォームがすべてリストされます。システムで
ファームウェアが破損すると、iLO によってこの破損が検出され、iLO Amplifier Pack にイベントが送信され
ます。iLO Amplifier Pack は、サーバーに割り当てられているリカバリポリシーに基づいてリカバリプロセス
を開始します。
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リカバリポリシーの割当

前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

•

Gen10 サーバープラットフォーム iLO 5 v1.17 以降

•

iLO Advanced Premium Security Edition ライセンス

手順
1. 左側のナビゲーションメニューでリカバリ管理をクリックしてからリカバリ管理をクリックします。
2. 自動リカバリポリシーの割当をクリックします。
3. チェックボックスをクリックして 1 つまたは複数のサーバーを選択し、次へをクリックします。
4. 動作ドロップダウンメニューから、次のオプションのいずれかを選択します。
•

自動リカバリ -- iLO Amplifier Pack に iLO から自動でアラートが発信されると、リカバリプロセスが開
始されます。

•

デバイスによる完全自動リカバリ -- ユーザーが iLO から iLO Amplifier Pack に手動でリカバリアラー
トを発信すると、リカバリプロセスが開始されます。ユーザーは、リカバリセット特権を持つユーザー
アカウントで iLO にログインすることにより、iLO からリカバリアラートを発信できます。iLO インタ
ーフェイスで、管理 -> ファームウェアの検証ページに移動してから、リカバリイベントを送信をクリ
ックします。

•

隔離 -- リカバリプロセスを開始していなくても、サーバー iLO Amplifier Pack から自動でシャットダウ
ンされます。

5. リカバリポリシードロップダウンメニューから、適用するリカバリポリシーを選択して、次へをクリック
します。
6. サマリーページに表示された選択内容を確認してから、ポリシーの割当をクリックするか、前へをクリッ
クして戻り、選択内容を変更します。
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注記:
デバイスによる完全自動リカバリの場合は、リカバリポリシーで次の 3 つのベースラインが指定されてい
る必要があります。
ファームウェア + 構成 + オペレーティングシステム

リカバリポリシーの適用解除

前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

手順
1. 左側のナビゲーションメニューでリカバリ管理をクリックしてからリカバリ管理をクリックします。
2. リカバリポリシーの適用解除をクリックします。
3. チェックボックスをクリックして 1 つまたは複数のサーバーを選択し、適用解除をクリックします。

手動リカバリの実行
リカバリ管理ページには、iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスがインストールされ、iLO
Amplifier によって管理される Gen10 サーバープラットフォームがすべてリストされます。システムでファ
ームウェアが破損すると、iLO によってこの破損が検出され、iLO Amplifier にイベントが送信されます。iLO
Amplifier がこのイベントを受信すると、リカバリ管理ページのチェックボックスが有効になります。システ
ムを選択し、手動リカバリを実行します。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

手順
1. 左側のナビゲーションメニューでリカバリ管理をクリックしてからリカバリ管理をクリックします。
2. 手動リカバリを実行するサーバーを選択します。
3. アクションドロップダウンメニューから手動リカバリをクリックします。
4. 手動リカバリページで、ドロップダウンメニューからリカバリポリシーを選択します。
5. 各ドロップダウンメニューから、ファームウェアまたは構成ベースラインあるいはその両方を選択し、次
へをクリックします。
6. OS ベースラインを選択し、次へをクリックします。
7. 選択内容を確認します。変更が必要な場合は、戻るをクリックします。
8. リカバリを開始をクリックし、閉じるをクリックします。
リカバリタスクの監視ページで手動リカバリタスクの進捗を確認します。
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隔離操作の実行
前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

手順
1. 左側のナビゲーションメニューでリカバリ管理をクリックしてからリカバリ管理をクリックします。
2. 隔離するサーバーを選択します。
3. アクションドロップダウンメニューから隔離を選択します。
4. 隔離の確認ダイアログボックスではいをクリックして次に進むか、いいえをクリックして操作を取り消し
ます。
リカバリタスクの監視ページで隔離タスクの進捗を確認します。

リカバリタスクの監視

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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前提条件
•

ユーザーの権限
◦

Configure Manager with Security

手順
1. 左側のナビゲーションメニューからリカバリ管理をクリックし、リカバリタスクの監視をクリックすると、
実行中および完了済みのすべてのタスクのステータスが表示されます。
2. 右矢印をクリックして、詳細およびタスクの進捗（パーセンテージ）を表示します。
iLO Amplifier Pack は、リカバリポリシーを次の順序で適用します。
a. サーバーの電源が入っていてはいけません。
b. 選択されている場合は、ファームウェアを更新します。
c. 選択されている場合は、構成ベースラインを適用します。
d. 選択されている場合は、OS ベースラインに対してサーバーを再起動します。
リカバリプロセスの完了には時間がかかる場合があります。リカバリプロセスのステータスについては、
アクティビティログおよびアラートページを参照してください。

リモート管理のセキュリティ
HPE は、次のリモート管理のセキュリティオプションを提供しています。
•

リモートコンソールのセキュリティのロック
リモートコンソールセッションが終了したり、iLO に対するネットワークリンクが失われたりした場合に、
自動的にオペレーティングシステムをロックしたりユーザーをログアウトさせたりすることによって、サ
ーバーのセキュリティを向上させます。

•

統合リモートコンソールの信頼設定
.NET 統合リモートコンソールセッションを起動するときに信頼できる SSL 証明書が必要かどうかを制御
します。

このセクションのタスクについて
iLO 5 Web インターフェイスにアクセスして、以下のタスクを実行する必要があります。

リモートコンソールのコンピューターロック設定を構成する
この機能により、リモートコンソールセッションが終了したり iLO へのネットワークリンクが失われると、
OS がロックされるかユーザーがログアウトされます。この機能が設定されているときに NET IRC または
Java IRC ウィンドウを開いた場合、ウィンドウを閉じるときにオペレーティングシステムがロックされます。
前提条件
iLO の設定の構成
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手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリックし
ます。
2. 以下のリモートコンソールコンピューターロック設定から選択します。Windows、カスタム、および無
効。
3. コンピューターロックのキーシーケンスを選択します。
4. 変更を保存するには、適用をクリックします。

リモートコンソールのコンピューターロックのオプション
•

Windows - Windows オペレーティングシステムを実行している管理対象サーバーをロックします。iLO
リモートコンソールセッションが終了した場合や iLO ネットワークリンクが失われた場合は、サーバーに
コンピューターロックダイアログボックスが表示されます。

•

カスタム - カスタムキーシーケンスを使用して管理対象サーバーをロックしたりサーバーにログインして
いるユーザーをログアウトさせたりできます。iLO 最大で 5 つのキーをリストから選択できます。リモー
トコンソールセッションが終了した場合や iLO ネットワークリンクが失われた場合は、選択されたキーシ
ーケンスがサーバーのオペレーティングシステムに自動的に送信されます。

•

無効（デフォルト） - リモートコンソールのコンピューターロック機能を無効にします。リモートコンソ
ールセッションが終了したり、iLO ネットワークリンクが失われた場合でも、管理対象サーバー上のオペ
レーティングシステムはロックされません。

リモートコンソールのコンピューターロックキーとホットキーを設定するためのキー
リモートコンソールのホットキーとリモートコンソールのコンピューターロックキーを設定する場合、次のキ
ーがサポートされます。
ESC

SCRL LCK

0

f

L_ALT

SYS RQ

1

g

R_ALT

PRINT SCREEN

2

h

L_SHIFT

F1

3

I

R_SHIFT

F2

4

j

L_CTRL

F3

5

k

R_CTRL

F4

6

l

L_GUI

F5

7

m

R_GUI

F6

8

n

INS

F7

9

o

DEL

F8

;

p

表は続く

リモートコンソールのコンピューターロックのオプション
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HOME

F9

=

q

END

F10

[

r

PG UP

F11

\

s

PG DN

F12

]

t

ENTER

SPACE

`

u

TAB

'

a

v

BREAK

,

b

w

BACKSPACE

-

c

x

NUM PLUS

.

d

y

NUM MINUS

/

e

z

統合リモートコンソールの信頼設定（.NET IRC）の設定
.NET IRC は、Microsoft .NET Framework の一部である Microsoft ClickOnce を介して起動します。ClickOnce
では、SSL 接続からインストールされるすべてのアプリケーションが信頼できるソースからのものでなけれ
ばなりません。ブラウザーが iLO プロセッサーを信頼するように設定されていないときにこの設定が有効に
設定されている場合、ClickOnce は、アプリケーションを起動できないことを通知します。
Hewlett Packard Enterprise では、信頼された SSL 証明書をインストールして IRC は iLO 内の信頼された証
明書を要求する設定を有効にすることをおすすめします。この構成では、.NET IRC は HTTPS 接続を使用す
ることにより起動します。IRC は iLO 内の信頼された証明書を要求する設定が無効の場合、.NET IRC は SSL
以外の接続を使用することで起動し、.NET IRC が暗号化キーの交換を開始した後で SSL が使用されます。
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリックし
ます。
2. IRC は iLO 内の信頼された証明書を要求する設定の有効と無効を切り替えるには、切り替えスイッチをク
リックします。
3. 変更を保存するには、適用をクリックします。

HPE ProLiant Gen10 のセキュリティ状態
すべての ProLiant Gen10 サーバーに付属している HPE iLO 標準の機能によって、お客様は次の 3 つのセキュ
リティ状態のいずれかでサーバーを構成することができます。iLO Advanced Premium Security Edition のラ
イセンスでは、CNSA の最上位レベルの暗号化機能を必要とするお客様は 4 つ目のセキュリティ状態を利用で
きます。
セキュリティの段階が上がると、サーバーは、Web ページ、SSH、およびネットワーク通信に対してより強
力な暗号化規則を適用します。各ネットワーク接続の両端が暗号化規則をサポートしている必要があること
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に注意してください。そうでないと通信はできず、インターフェイスによっては潜在的なセキュリティ上の脅
威を制限するためにシャットダウンされます。
セキュリティ状態は、次のとおりです。
•

製品

•

高度なセキュリティ

•

FIPS

•

SuiteB/CNSA

iLO セキュリティ状態
製品（デフォルト）
このセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。
•

iLO は工場出荷時のデフォルトの暗号化設定を使用します。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にします。

高度なセキュリティ
iLO がこのセキュリティ状態に設定されている場合：
•

iLO は、ブラウザー、SSH ポート、iLO RESTful API、および RIBCL 経由の安全な HTTP 伝送を含め、安
全なチャネル経由の AES 暗号の使用を強制します。高度なセキュリティが有効になっている場合、サポー
トされている暗号を使用してこの安全なチャネル経由で iLO に接続する必要があります。このセキュリテ
ィ状態は、安全でないチャネル経由の通信と接続には影響しません。

•

このセキュリティ状態を使用するように iLO が構成されている場合、ホストシステムから実行される iLO
RESTful API および RIBCL コマンドに対してユーザー名とパスワードの制限が適用されます。

•

リモートコンソールデータは、AES-128 双方向暗号化を使用します。

•

HPQLOCFG ユーティリティは、iLO との SSL 接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗号を
使用して RIBCL スクリプトをネットワーク経由で iLO に送信します。

•

TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできま
せん。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしません。

FIPS
iLO がこのセキュリティ状態に設定されている場合：
•

iLO は、FIPS 140-2 レベル 1 の要件への準拠を目的とするモードで動作します。
FIPS は、米国政府機関および契約業者によって適用を義務付けられている一連のコンピューターセキュリ
ティ規格です。
FIPS のセキュリティ状態は、FIPS 承認済みと同じではありません。FIPS 承認済みは、Cryptographic
Module Validation Program を完了することにより承認を受けたソフトウェアを意味します。

iLO セキュリティ状態
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詳しくは、iLO による FIPS 承認済み環境の構成(99 ページ)を参照してください。
•

iLO は、ブラウザー、SSH ポート、iLO RESTful API、および RIBCL 経由の安全な HTTP 伝送を含め、安
全なチャネル経由の AES 暗号の使用を強制します。FIPS が有効になっている場合、サポートされている
暗号を使用してこの安全なチャネル経由で iLO に接続する必要があります。このセキュリティ状態は、安
全でないチャネル経由の通信と接続には影響しません。

•

このセキュリティ状態を使用するように iLO が構成されている場合、ホストシステムから実行される iLO
RESTful API および RIBCL コマンドに対してユーザー名とパスワードの制限が適用されます。

•

リモートコンソールデータは、AES-128 双方向暗号化を使用します。

•

HPQLOCFG ユーティリティは、iLO との SSL 接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗号を
使用して RIBCL スクリプトをネットワーク経由で iLO に送信します。

•

TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできま
せん。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしません。

CNSA
CNSA セキュリティ状態（SuiteB モードとも呼ばれる）は、FIPS セキュリティ状態が有効になっている場合
にのみ使用できます。
このセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。
•

iLO は、NSA により定義された CNSA 要件への準拠を目的とするほか、米国政府機密として分類されたデ
ータを保持するために使用するシステムを保護することを目的とするモードで動作します。

•

TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできま
せん。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしません。

暗号化の設定
製品または高度なセキュリティのセキュリティ状態の有効化
この手順を使用して、iLO がセキュリティ状態として 製品を使用するか高度なセキュリティを使用するかを設
定します。
iLO が FIPS および CNSA セキュリティ状態を使用するように構成するには、FIPS および CNSA セキュリテ
ィ状態を有効にする(97 ページ)を参照してください。
前提条件
iLO 設定の構成特権
手順
1. オプション：必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。
2. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。
3. セキュリティ状態メニューで製品または高度なセキュリティを選択します。
4. 適用をクリックします。
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iLO は、新しい設定を適用するために iLO の再起動を確認するよう要求します。
5. 使用中のブラウザー接続を終了し、iLO を再起動するには、はい、適用してリセットしますをクリックし
ます。
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。
6. 開いているブラウザ ウィンドウをすべて閉じます。
ブラウザーセッションが開いたままになっていると、設定されたセキュリティ状態に誤った暗号が使用さ
れる場合があります。

FIPS および CNSA セキュリティ状態を有効にする
この手順を使用して、iLO が FIPS および CNSA セキュリティ状態を使用するように構成します。iLO が製品
または高度なセキュリティセキュリティ状態を使用するように構成するには、製品または高度なセキュリティ
のセキュリティ状態の有効化(96 ページ)を参照してください。
iLO を FIPS 承認済み環境に設定するには、iLO による FIPS 承認済み環境の構成(99 ページ)を参照してくだ
さい。
Common Criteria コンプライアンス、Payment Card Industry コンプライアンス、またはその他の標準には
FIPS セキュリティ状態が必要になる場合があります。
FIPS または CNSA のセキュリティ状態を有効にした後、ライセンスが期限切れになるか、ライセンスをダウ
ングレードした場合、iLO は構成されているセキュリティ状態で引き続き動作しますが、期限切れになったま
たはダウングレードしたライセンスによってアクティブ化された他のすべての機能は使用できなくなります。
前提条件
•

iLO 設定の構成特権

•

オプションの CNSA セキュリティ状態を有効にする予定の場合は、この機能をサポートする iLO ライセン
スがインストールされていること。

•

デフォルトの iLO ユーザー認証情報があること。

手順
1.

オプション：iLO バックアップ機能または HPONCFG を使用して、iLO の現在の設定を取得します。
詳しくは、iLO バックアップと復元または iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

2.

オプション：必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。

3.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。

4.

セキュリティ状態メニューで FIPS を選択して、適用をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
注意:
FIPS セキュリティ状態を有効にすると iLO が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。
すべての iLO 設定とユーザーデータ、ほとんどの構成設定、ログが消去されます。インストールし
たライセンスキーは保持されます。
FIPS セキュリティ状態を無効にする唯一の方法は、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセット
することです。

5.

FIPS セキュリティ状態を有効にする要求を確認するには、はい、適用してリセットしますをクリックし
ます。

FIPS および CNSA セキュリティ状態を有効にする
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iLO が FIPS セキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるまでに 90
秒以上かかります。
6.

オプション：CNSA セキュリティ状態を有効にします。
a. デフォルトのユーザー認証情報を使用して iLO にログインします。
b. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。
c. セキュリティ状態メニューで CNSA を選択して、適用をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
d. CNSA を有効にする要求を確認するには、はい、適用してリセットしますをクリックします。
iLO が CNSA セキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるまでに
90 秒以上かかります。
e. デフォルトの iLO 認証情報を使用して iLO に再度ログインします。

7.

信頼済みの証明書をインストールします。
FIPS セキュリティ状態が有効な場合、デフォルトの自己署名 SSL 証明書は許可されません。それまでに
インストールされていた信頼済みの証明書は、iLO が FIPS セキュリティ状態を使用するように設定され
ると、削除されます。

8.

アクセス設定ページで IPMI/DCMI over LAN アクセスと SNMP アクセスが無効になっていることを確
認します。
重要:
IPMI および SNMP の標準準拠実装など、一部の iLO インターフェイスは、FIPS に準拠しておら
ず、FIPS 準拠にすることはできません。

9.

オプション：iLO 復元機能または HPONCFG を使用して、iLO 構成を復元します。
HPONCFG を使用して構成を復元するときは、ユーザーの権限が必要です。必要なユーザーの権限を持
っていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、Windows 用 HPONCFG はサポー
トされません。
詳しくは、iLO バックアップと復元または iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

10. オプション：構成を復元した場合は、ローカル iLO ユーザー アカウントに新しいパスワードを設定して、
アクセス設定ページで IPMI/DCMI over LAN アクセスと SNMP アクセスが無効になっていることを確
認します。
これらの設定は、構成を復元するとリセットされる可能性があります。
11. オプション：ログインセキュリティバナーを構成して iLO ユーザーにシステムが FIPS セキュリティ状態
を使用していることを知らせます。

高いセキュリティ状態を使用する場合の iLO への接続
デフォルト値よりも高いセキュリティ状態（製品）を有効にすると、iLO は、AES 暗号を使用して安全なチャ
ネルを通じて接続することを要求します。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、AES 256 GCM 暗号が必要です。
Web ブラウザー
ブラウザーが TLS 1.2 および AES 暗号をサポートするよう設定します。ブラウザーが AES 暗号を使用
していない場合、iLO に接続できません。
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高いセキュリティ状態を使用する場合の iLO への接続

ブラウザーが異なると、交渉済み暗号を選択する方法も異なります。詳しくは、ブラウザーのドキュメン
トを参照してください。
ブラウザーの暗号設定を変更する前に、現在のブラウザーを通じて iLO からログアウトしてください。
iLO にログインしている間に行った暗号設定の変更により、ブラウザーで AES 以外の暗号がそのまま使用
できる場合があります。
SSH 接続
使用可能な暗号の設定については、SSH ユーティリティのドキュメントを参照してください。
RIBCL
•

HPQLOCFG は、以下のような暗号詳細を出力表示します。
Detecting iLO...
Negotiated cipher: 256-bit Aes256 with 0-bit Sha384 and 384-bit 44550

•

HPONCFG では、高度なセキュリティ、FIPS、または CNSA のセキュリティ状態が有効なときユーザ
ー認証情報が必要になります。必要なユーザーの権限を持っていない場合は、エラーメッセージが表
示されます。

•

CNSA セキュリティ状態が有効になっている場合は、Windows 用 HPONCFG はサポートされません。

iLO RESTful API
TLS 1.2 と AES 暗号をサポートするユーティリティを使用します。

iLO による FIPS 承認済み環境の構成
以下の手順を使用して、iLO を FIPS 検証済み環境で操作します。FIPS セキュリティ状態を iLO で使用するに
は、FIPS および CNSA セキュリティ状態を有効にする(97 ページ)を参照してください。
重要なのは、FIPS 検証済みバージョンの iLO がご使用の環境に必要かどうか、あるいは iLO を FIPS セキュ
リティ状態を有効にして実行することで十分かどうかを判断することです。検証プロセスに時間がかかるた
め、FIPS 検証済みバージョンの iLO が、新機能とセキュリティ強化が加わった非検証バージョンに置き換え
られている場合があります。このような状況では、FIPS 検証済みバージョンの iLO が最新バージョンよりも
安全性が低くなる場合があります。
手順
FIPS 検証済みバージョンの iLO による環境をセットアップするには、iLO FIPS 承認プロセスの一部であった
セキュリティポリシードキュメントの手順に従ってください。
検証済みバージョンの iLO のセキュリティポリシードキュメントは、NIST の Web サイトにあります。iLO に
関する情報を確認するには、iLO というキーワードを Validated FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Cryptographic
Modules ドキュメントで検索してください。

FIPS モードの無効化
手順
1. iLO の FIPS モードを無効にするには（たとえばサーバーを運用停止する場合）、iLO を工場出荷時のデフ
ォルト設定に設定します。
このタスクを実行するには、RIBCL スクリプト、iLO RESTful API、または iLO 5 構成ユーティリティを使
用します。

iLO による FIPS 承認済み環境の構成
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注意:
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、iLO のユーザーデータ、ライセンスデータ、
構成設定およびログを含むすべての設定が消去されます。サーバーに工場でインストールされたラ
イセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。
この手順によりログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントは iLO イベン
トログおよびインテグレーテッドマネジメントログに記録されません。
2. サーバーのオペレーティングシステムを再起動します。
工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOS レコードはクリアされます。メモリおよびネッ
トワーク情報は、サーバー OS の再起動が完了するまで iLO Web インターフェイスに表示されません。

SSH 暗号、キー交換、および MAC のサポート
iLO は、安全な CLP トランザクションのために、SSH ポート経由の強化された暗号化を提供します。
設定されているセキュリティ状態に基づいて、iLO は以下をサポートします。
本番稼働
•

AES256-CBC、AES128-CBC、3DES-CBC、および AES256-CTR 暗号

•

diffie-hellman-group14-sha1 および diffie-hellman-group1-sha1 キー交換

•

hmac-sha1 または hmac-sha2-256 MAC

FIPS または HighSecurity
•

AES256-CTR、AEAD_AES_256_GCM、および AES256-GCM 暗号

•

diffie-hellman-group14-sha1 キー交換

•

hmac-sha2-256 または AEAD_AES_256_GCM MAC

CNSA
•

AEAD_AES_256_GCM および AES256-GCM 暗号

•

ecdh-sha2-nistp384 キー交換

•

AEAD_AES_256_GCM MAC

SSL 暗号および MAC のサポート
iLO は、分散型 IT 環境でのリモート管理用に強化されたセキュリティを提供します。SSL 暗号化により、Web
ブラウザーのデータが保護されます。SSL で提供される HTTP データの暗号化により、データがネットワー
ク経由で転送されるときのデータの安全性が保証されます。
ブラウザーから iLO にログインすると、ブラウザーと iLO は、セッション中に使用する暗号設定をネゴシエ
ートします。ネゴシエートされた暗号は暗号化ページに表示されます。
サポートされている暗号の次の一覧は、LDAP サーバー、ESKM サーバー、SSO サーバー、Insight Remote
Support サーバー、仮想メディアで使用される https:// URL、iLO RESTful API、CLI コマンド、iLO 連携グル
ープのファームウェアアップデートへの接続など、すべての iLO SSL 接続に適用されます。
設定されているセキュリティ状態に基づいて、iLO は以下の暗号をサポートします。
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SSH 暗号、キー交換、および MAC のサポート

本番稼働
•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AESGCM

•

RSA、ECDH、および SHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による 256 ビット AES

•

RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES256-SHA）による 256 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA、DH、および SHA1 MAC（DHE-RSA-AES256-SHA）による 256 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA および SHA256 MAC（AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA および SHA1 MAC（AES256-SHA）による 256 ビット AES

•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AESGCM

•

RSA、ECDH、および SHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA）による 128 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA、DH、および SHA1 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA）による 128 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、および SHA256 MAC（AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA および SHA1 MAC（AES128-SHA）による 128 ビット AES

•

RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES

•

RSA、DH、および SHA1 MAC（EDH-RSA-DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES

•

RSA および SHA1 MAC（DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES

FIPS または HighSecurity
これらのセキュリティ状態には TLS 1.2 が必要です。
•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AESGCM

•

RSA、ECDH、および SHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による 256 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA および SHA256 MAC（AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AESGCM

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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•

RSA、ECDH、および SHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、および SHA256 MAC（AES128-SHA256）による 128 ビット AES

CNSA
このセキュリティ状態には TLS 1.2 が必要です。
ECDSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AESGCM

ディレクトリ統合、アクセス制御、および監査
HPE iLO により、管理者は、ディレクトリ統合のタイプとそれに関連するアクセス制御、およびアクセスの
監査を選択できます。

ディレクトリの認証と認可
iLO ファームウェアは、Microsoft Active Directory による Kerberos 認証をサポートします。また、Active
Directory や OpenLDAP ディレクトリサーバーとのディレクトリ統合もサポートします。
ディレクトリ統合を構成するときに、スキーマフリーオプションや HPE 拡張スキーマを使用することができ
ます。HPE 拡張スキーマは、Active Directory の場合のみサポートされます。iLO ファームウェアは、ディレ
クトリサービスに接続する場合に、SSL 接続を使用してディレクトリサーバーの LDAP ポートに接続します。
スキーマフリーおよび HPE 拡張スキーマのディレクトリサーバー証明書検証オプションは、CA 証明書をイ
ンポートすると、有効にできます。この機能により、iLO が LDAP 認証時に正しいディレクトリサーバーに接
続できます。
認証およびディレクトリサーバーの設定は、ディレクトリまたは Kerberos 認証を使用するための iLO 構成プ
ロセスの手順の 1 つです。

認証およびディレクトリサーバー設定を構成するための前提条件
手順
1. ご使用の iLO ユーザーアカウントに iLO 設定の構成権限があることを確認します。
2. この機能をサポートする iLO ライセンスをインストールします。
3. Kerberos 認証またはディレクトリ統合をサポートするように環境を構成します。
4. Kerberos キータブファイルが利用可能である（Kerberos 認証のみ）。

iLO での Kerberos 認証設定の構成
前提条件
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
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ディレクトリ統合、アクセス制御、および監査

手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。
2. Kerberos 認証を有効にします。
3. Kerberos 認証と同時にローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーアカウントを有
効に設定します。
4. Kerberos レルムの名前を入力します。
5. Kerberos KDC サーバーアドレスを入力します。
6. Kerberos KDC サーバーポートを入力します。
7. Kerberos キータブファイルを追加する場合は、ブラウズ（Iternet Explorer または Firefox）もしくはファイ
ルを選択（Chrome）をクリックしてから、画面上の指示に従ってください。
8. 設定の適用をクリックします。

Kerberos の設定
•

Kerberos 認証 - Kerberos ログインを有効または無効にします。Kerberos ログインが有効で、正しく構成
されている場合、ログインページにゼロサインインボタンが表示されます。

•

Kerberos レルム - iLO プロセッサーが動作している Kerberos レルムの名前。この文字列は最大 128 文
字です。レルム名は、通常、大文字に変換された DNS 名です。レルム名は、大文字と小文字が区別されま
す。

•

Kerberos KDC サーバーアドレス - Key Distribution Center（KDC）の IP アドレスまたは DNS 名。この文
字列は最大 128 文字です。各レルムには、認証サーバーおよびチケット交付サーバーを含む 1 つ以上の
Key Distribution Center（KDC）がある必要があります。これらのサーバーは、結合させることができま
す。

•

Kerberos KDC サーバーポート - KDC がリスンしている TCP または UDP ポート番号。デフォルト値は
88 です。

•

Kerberos キータブ ― サービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードのペアが含まれているバイナ
リファイル。Windows 環境下では、ktpass ユーティリティを使用してキータブファイルを生成します。

iLO におけるスキーマフリーディレクトリ設定の構成
前提条件
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
手順
1.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。

2.

LDAP ディレクトリ認証メニューでディレクトリデフォルトスキーマを使用を選択します。

3.

ディレクトリ統合と同時にローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーアカウント
を有効に設定します。

4.

OpenLDAP ユーザーのみ：汎用 LDAP を有効にします。
この設定は、ディレクトリデフォルトスキーマを使用を選択している場合のみ使用可能です。

5.

CAC/Smartcard 認証が有効な構成では、CAC LDAP サービスアカウントとパスワードを iLO オブジェク
ト識別名 CAC LDAP サービスアカウントおよび iLO オブジェクトパスワードボックスに入力します。

iLO におけるスキーマフリーディレクトリ設定の構成
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6.

ディレクトリサーバーアドレスボックスに、ディレクトリサーバーの FQDN または IP アドレスを入力し
ます。

7.

ディレクトリサーバー LDAP ポートボックスにディレクトリサーバーのポート番号を入力します。

8.

オプション：新しい CA 証明書をインポートします。
a. 証明書ステータスボックスでインポートをクリックします。
b. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。

9.

オプション：既存の CA 証明書を置換します。
a. 証明書ステータスボックスで一覧をクリックします。
b. 証明書詳細ウィンドウで新規をクリックします。
c. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。

10. 1 つまたは複数のディレクトリユーザーコンテキストボックスに有効な検索コンテキストを入力します。
11. 設定の適用をクリックします。
12. ディレクトリサーバーと iLO 間の通信をテストするには、設定のテストをクリックします。
13. ディレクトリグループを設定するには、グループ管理をクリックしてディレクトリグループページに移動
します。

スキーマフリーディレクトリの設定
•

ディレクトリデフォルトスキーマを使用 ― ディレクトリ内のユーザーアカウントを使用するディレクト
リ認証および権限付与を選択します。ユーザーの認証と権限付与には、ユーザーアカウントとグループメ
ンバーシップが使用されます。アクセスを無効にするには、無効を選択します。
この構成では、Active Directory および OpenLDAP がサポートされます。

•

汎用 LDAP - この構成では OpenLDAP でサポートされている BIND メソッドを使用することを指定しま
す。

•

iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービスアカウント － CAC/Smartcard 認証が構成され、スキーマフ
リーディレクトリオプションで使用される場合の、CAC LDAP サービスアカウントを指定します。
iLO がディレクトリサーバーにアクセスするときに、ユーザー検索コンテキストは iLO オブジェクト DN
に適用されません。

•

iLO オブジェクトパスワード － CAC/Smartcard 認証が構成され、スキーマフリーディレクトリオプショ
ンで使用される場合の、CAC LDAP サービスアカウントのパスワードを指定します。

•

ディレクトリサーバーアドレス - ディレクトリサーバーのネットワーク DNS 名または IP アドレスを指定
します。ディレクトリサーバーアドレスは最大 127 文字です。
FQDN を入力する場合、iLO で DNS 設定が構成されていることを確認します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリサーバーを定義するときに DNS ラウンドロビンを使用する
ことをおすすめします。

•
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ディレクトリサーバー LDAP ポート - サーバー上の安全な LDAP サービス用のポート番号を指定します。
デフォルト値は 636 です。ディレクトリサービスが別のポートを使用するように構成されている場合は、
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別の値を指定できます。セキュリティ保護された安全な LDAP ポートを入力することを確認します。iLO
セキュリティ保護されていない LDAP ポートには接続できません。
•

ディレクトリユーザーコンテキスト - これらのボックスを使用して、ユーザーがログイン時に完全な DN
を入力する必要がないように、共通のディレクトリサブコンテキストを指定できます。ディレクトリユー
ザーコンテキストは最大 128 文字です。

•

証明書ステータス - ディレクトリサーバーの CA 証明書がロードされているかどうかを示します。
ステータスがロード済の場合は、一覧をクリックすると CA 証明書の詳細が表示されます。CA 証明書がロ
ードされていない場合、ステータスは未ロードと表示されます。iLO は、4 KB までのサイズの SSL 証明書
をサポートしています。

iLO における HPE 拡張スキーマディレクトリの構成
前提条件
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
手順
1.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。

2.

LDAP ディレクトリ認証メニューで HPE 拡張スキーマを使用を選択します。

3.

ディレクトリ統合と同時にローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーアカウント
を有効に設定します。

4.

ディレクトリツリー内のこの iLO インスタンスの位置を iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービス
アカウントボックスに入力します。

5.

ディレクトリサーバーアドレスボックスに、ディレクトリサーバーの FQDN または IP アドレスを入力し
ます。

6.

ディレクトリサーバー LDAP ポートボックスにディレクトリサーバーのポート番号を入力します。

7.

オプション：新しい CA 証明書をインポートします。
a. 証明書ステータステキストボックスでインポートをクリックします。
b. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。

8.

オプション：既存の CA 証明書を置換します。
a. 証明書ステータステキストボックスで一覧をクリックします。
b. 証明書詳細ウィンドウで新規をクリックします。
c. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。

9.

1 つまたは複数のディレクトリユーザーコンテキストボックスに有効な検索コンテキストを入力します。

10. 設定の適用をクリックします。
11. ディレクトリサーバーと iLO 間の通信をテストするには、設定のテストをクリックします。

iLO における HPE 拡張スキーマディレクトリの構成
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HPE 拡張スキーマディレクトリの設定
•

iLO 拡張スキーマを使用 ‐ HPE 拡張スキーマで作成されたディレクトリオブジェクトを使用するディ
レクトリ認証および権限付与を選択します。HPE 拡張スキーマを使用してディレクトリが拡張されてい
る場合は、このオプションを選択します。HPE 拡張スキーマは、Microsoft Windows のみで動作します。
アクセスを無効にするには、無効を選択します。
この構成では、Active Directory をサポートしています。

•

ディレクトリサーバーアドレス ― ディレクトリサーバーのネットワーク DNS 名または IP アドレスを指
定します。ディレクトリサーバーアドレスは最大 127 文字です。
FQDN を入力する場合、iLO で DNS 設定が構成されていることを確認します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリサーバーを定義するときに DNS ラウンドロビンを使用する
ことをおすすめします。

•

ディレクトリサーバー LDAP ポート - サーバー上の安全な LDAP サービス用のポート番号を指定します。
デフォルト値は 636 です。ディレクトリサービスが別のポートを使用するように構成されている場合は、
別の値を指定できます。セキュリティ保護された安全な LDAP ポートを入力することを確認します。iLO
セキュリティ保護されていない LDAP ポートには接続できません。

•

iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービスアカウント - HPE 拡張スキーマ構成で、この設定はこの
iLO インスタンスがディレクトリツリーのどこにリストされるかを指定します（たとえば、cn=Mail
Server iLO,ou=Management Devices,o=ab）。
iLO がディレクトリサーバーにアクセスするとき、ユーザー検索コンテキストは iLO オブジェクト DN に
は適用されません。

•

ディレクトリユーザーコンテキスト - これらのボックスを使用して、ユーザーがログイン時に完全な DN
を入力する必要がないように、共通のディレクトリサブコンテキストを指定できます。ディレクトリユー
ザーコンテキストは最大 128 文字です。

•

証明書ステータス - ディレクトリサーバーの CA 証明書がロードされているかどうかを示します。
ステータスがロード済の場合は、一覧をクリックすると CA 証明書の詳細が表示されます。CA 証明書がロ
ードされていない場合、ステータスは未ロードと表示されます。iLO は、4 KB までのサイズの SSL 証明書
をサポートしています。

ディレクトリユーザーコンテキスト
固有 DN を使用すると、ディレクトリに表示されるすべてのオブジェクトを識別できます。ただし、DN が長
かったり、ユーザーが自分の DN を知らなかったり、ユーザーが異なるディレクトリコンテキストにアカウン
トを持っている場合があります。ユーザーコンテキストを使用した場合、iLO は DN でディレクトリサービス
への接続を試みたあと、ログインに成功するまで順番に検索コンテキストを適用します。
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•

例 1 - 検索コンテキスト ou=engineering,o=ab を入力すると、cn=user,ou=engineering,o=ab の
代わりにユーザーとしてログインできます。

•

例 2 - IM、サービス、およびトレーニング部門がシステムを管理している場合、次の検索コンテキストを
使用することでこれらの部門のユーザーが彼らの共通名を使用してログインすることが可能となります。
◦

ディレクトリユーザーコンテキスト 1:ou=IM,o=ab

◦

ディレクトリユーザーコンテキスト 2:ou=Services,o=ab

◦

ディレクトリユーザーコンテキスト 3:ou=Training,o=ab

ディレクトリユーザーコンテキスト

ユーザーが IM 部門とトレーニング部門の両方に所属する場合は、最初に cn=user,ou=IM,o=ab として
ログインが試みられます。
•

例 3（Active Directory 専用） - Microsoft Active Directory では、代替ユーザー認証情報フォーマットを使
用できます。ユーザーは、user@domain.example.com としてログインすることができます。検索コン
テキスト@domain.example.com を入力すると、ユーザーとしてログインできます。成功したログイン試
行のみが、この形式の検索コンテキストをテストできます。

•

例 4（OpenLDAP ユーザー） - ユーザーが DN UID = user, ou = people, o = ab を持っており、
かつ検索コンテキストを ou = people, o = ab を入力した場合、ユーザーは DN を入力する代わりに
ユーザーとしてログインすることができます。
この形式を使用するには、セキュリティ - ディレクトリページで汎用 LDAP を有効にする必要がありま
す。

ディレクトリサーバー CA 証明書
LDAP 認証時に iLO がディレクトリサーバー証明書を、CA 証明書がすでにインポートされている場合に検証
します。証明書が正しく検証されるように、必ず正しい CA 証明書をインポートしてください。証明書の検証
が失敗すると、iLO ログインが拒否されてイベントが記録されます。CA 証明書がインポートされていない場
合、ディレクトリサーバー証明書の検証手順はスキップされます。
ディレクトリサーバーと iLO 間の SSL 通信を検証するには、設定のテストをクリックします。

Kerberos 認証およびディレクトリ統合によるローカルユーザーアカウント
ディレクトリまたは Kerberos 認証を使用するように iLO を構成した場合、ローカルユーザーアカウントをア
クティブにすることができます。この構成では、ローカルおよびディレクトリベースのユーザーアクセスを使
用できます。
以下事項に留意してください。
•

ローカルユーザーアカウントが有効になっている場合、設定されているユーザーはローカルに保存された
ユーザー認証情報を使用してログインできます。

•

ローカルアカウントが無効になっている場合、ユーザーアクセスは有効なディレクトリ認証情報に制限さ
れます。

•

Kerberos またはディレクトリを介して有効なアクセスを確保するまでは、ローカルユーザーアクセスを無
効にしないでください。

•

Kerberos 認証またはディレクトリの統合を使用する場合、Hewlett Packard Enterprise は、ローカルユーザ
ーアカウントを有効にして管理者権限を持つユーザーアカウントを構成することをおすすめします。iLO
がディレクトリサーバーと通信できない場合、このアカウントを使用できます。

•

ディレクトリサポートが無効になってる場合や、iLO ライセンスが取り消された場合に、ローカルユーザ
ーアカウントを使用するアクセスが有効になります。

ディレクトリテストの実行
ディレクトリテストを使用すると、設定が済んだディレクトリの設定を検証できます。ディレクトリテストの
結果は、ディレクトリ設定が保存されるとき、またはディレクトリテストが開始されるときにリセットされま
す。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。
2. ディレクトリページの下部にある設定のテストをクリックします。

ディレクトリサーバー CA 証明書
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iLO により、ディレクトリ設定の有効性を確認するために設計された一連の簡単なテストの結果が表示さ
れます。ディレクトリ設定を正しく構成した後にこれらのテストを再実行する必要はありません。ディレ
クトリテストページでは、ディレクトリユーザーとしてログインする必要はありません。
3. ディレクトリテスト制御セクションで、ディレクトリ管理者識別名ボックスとディレクトリ管理者パスワ
ードボックスに、ディレクトリ管理者の DN およびパスワードを入力します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリ内に iLO オブジェクトを作成する際に使用するものと同じ識
別名とパスワードを使用することをおすすめします。これらの識別名とパスワードは、iLO によって保存
されるものではなく、iLO オブジェクトとユーザー検索コンテキストを確認するために使用されます。
4. ディレクトリテスト制御セクションで、テストユーザー名ボックスとテストユーザーパスワードボックス
に、テストユーザーの名前およびパスワードを入力します。
5. テストの開始をクリックします。
複数のテストがバックグラウンドで開始し、最初にサーバーとの SSL 接続を確立し、ユーザー権限を評価
して、ネットワーク経由でのディレクトリユーザーに対する Ping が実行されます。
テストの実行中、ページは定期的に更新されます。テストはいつでも停止でき、ページを手動で更新する
こともできます。

ディレクトリテストの入力値
ディレクトリテストを実行するときに次の値を入力します。
•

ディレクトリ管理者識別名 - iLO オブジェクト、ロール、および検索コンテキストについてディレクトリ
を検索します。このユーザーは、ディレクトリ読み取り権限を持っている必要があります。

•

ディレクトリ管理者パスワード - ディレクトリ管理者を認証します。

•

テストユーザー名およびテストユーザーパスワード - iLO へのログインとアクセス権をテストします。ユ
ーザー検索コンテキストを適用できるため、ユーザー名は完全修飾である必要はありません。このユーザ
ーは、この iLO のロールに関連付けられている必要があります。
通常、このアカウントは、iLO これはディレクトリ管理者アカウントでもかまいませんが、スーパーユー
ザーアカウントではテストでユーザー認証を検証できません。iLO には、これらの認証情報が保存されま
せん。

ディレクトリテストのステータス値
iLO に以下のディレクトリテストのステータス値が表示されます。
•

実行中 - ディレクトリテストが現在バックグラウンドで実行されていることを示します。現在のテストを
取り消すには、テストの中止 をクリックします。最新の結果でページの内容を更新するには、更新 をクリ
ックします。テストの中止ボタンを使用しても、テストがただちに終了されない場合があります。

•

未テスト - ディレクトリテストは最新であり、新しいパラメーターを指定してテストを再度実行できるこ
とを示します。テストの開始ボタンを使用してテストを開始し、現在のテスト制御値を使用することがで
きます。ディレクトリテストは、すでに実行中の場合には、開始できません。

•

停止中 - ディレクトリテストがまだ停止できる段階に達していないことを示します。ステータスが未テス
トに変わるまでは、テストを再開できません。テストが完了したかどうかを確認するには、更新ボタンを
使用してください。

ディレクトリテスト結果
ディレクトリテスト結果セクションには、ディレクトリテストのステータスが最後の更新日時とともに表示さ
れます。
•
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全体のステータス - テストの結果の要約が示されます。
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◦

未実行- テストは実行されていません。

◦

不明 - 結果は報告されませんでした。

◦

パス - エラーは報告されませんでした。

◦

問題が見つかりました - 問題が報告されました。

◦

失敗 - 特定のサブテストが失敗しました。問題を特定するには、画面上のログを調べます。

◦

警告 - 1 つ以上のディレクトリテストが、警告ステータスを報告しました。

•

テスト - 各テストの名前。

•

結果 - 特定のディレクトリ設定のステータス、または 1 つまたは複数のディレクトリ設定による動作のス
テータスが報告されます。これらの結果は、テストシーケンスを実行すると生成されます。テストの実行
が終了したとき、テストが失敗して先に進めないとき、またはテストを停止したとき、結果は停止します。
テスト結果を示します。

•

◦

パス - テストは正常に実行されました。複数のディレクトリサーバーがテストされた場合は、テストを
実行したすべてのサーバーで成功しています。

◦

未実行 - テストは実行されませんでした。

◦

失敗 - 1 つまたは複数のディレクトリサーバーについてテストが成功しませんでした。それらのサー
バーでは、ディレクトリサポートを使用できない可能性があります。

◦

警告 - テストが実行され、証明書エラーなどの警告状態を報告しました。注意列で、警告状態を解消す
るために推奨される処置を確認してください。

注意 - ディレクトリテストのさまざまな段階の結果を示します。データは、エラーの詳細と、すぐには入
手できない情報（ディレクトリサーバーの証明書のサブジェクトや、どのロールの評価が成功したかなど）
によって更新されます。

iLO ディレクトリテスト
ディレクトリサーバー DNS 名
ディレクトリサーバーが FQDN フォーマット（directory.company.com）で定義されている場合、iLO は、
名前を FQDN フォーマットから IP フォーマットに解決し、構成された DNS サーバーに問い合わせます。
iLO が、構成されたディレクトリサーバーの IP アドレスを取得した場合、テストは成功します。iLO がデ
ィレクトリサーバーの IP アドレスを取得できない場合、このテストと以後のテストすべてが失敗します。
ディレクトリサーバーが IP アドレスで設定されている場合、iLO はこのテストを省略します。
ディレクトリサーバーへの Ping
iLO は、構成されたディレクトリサーバーに対する ping を開始します。
iLO が ping 応答を受信する場合、テストは成功します。ディレクトリサーバーが iLO に応答しない場合、
テストは失敗します。
テストが失敗する場合、iLO は以後のテストを続行します。
ディレクトリサーバーへの接続
iLO は、ディレクトリサーバーとの LDAP 接続のネゴシエーションを試みます。
iLO が接続を開始できた場合、テストは成功します。
指定したディレクトリサーバーとの LDAP 接続を iLO が開始できなかった場合、テストは失敗します。以
後のテストは、停止します。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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SSL を使用しての接続
iLO は、ポート 636 経由で SSL ハンドシェーク、ネゴシエーション、およびディレクトリサーバーとの
LDAP 通信を開始します。
iLO とディレクトリサーバー間の SSL ハンドシェークとネゴシエーションが成功した場合、テストは成功
します。
LDAP サーバー証明書の検証エラーはこのテストの結果に報告されます。
ディレクトリサーバーへのバインド
このテストでは、接続は、テストコントロールに指定したユーザー名とバインドされます。ユーザーを指
定しない場合、iLO は匿名バインドを実行します。
ディレクトリサーバーがバインドを受け付けると、テストは成功します。
ディレクトリ管理者のログイン
ディレクトリ管理者識別名とディレクトリ管理者パスワードを指定した場合、iLO は、これらの値を使用
して、管理者としてディレクトリサーバーにログインします。これらの値の指定は省略できます。
ユーザー認証
iLO は、ディレクトリサーバーに対して、指定されたユーザー名とパスワードを認証します。
提供したユーザー認証情報が正しい場合、テストは成功します。
ユーザー名および/またはパスワードが正しくない場合、テストは失敗します。
ユーザー承認
このテストは、指定したユーザー名が指定したディレクトリグループに属し、ディレクトリサービスの設
定中に指定したディレクトリ検索コンテキストに含まれることを確認します。
ディレクトリユーザーコンテキスト
ディレクトリ管理者識別名を指定した場合、iLO は、指定したコンテキストを検索しようと試みます。
iLO が管理者認証情報を使用し、ディレクトリ内のコンテナーを検索してコンテキストを見つけると、テ
ストは成功します。
@記号で始まるコンテキストをテストできる唯一の方法はユーザーログインです。
失敗は、コンテナーが見つからなかったことを示します。
LOM オブジェクトの存在
このテストは、セキュリティ-ディレクトリページで構成された LOM オブジェクト識別名を使用して、デ
ィレクトリサーバー内の iLO オブジェクトを検索します。
iLO がそれ自体を表現するオブジェクトを見つけると、テストは成功します。

CAC Smartcard 認証
Common Access Card（CAC）とは、米国防総省（DoD）の多要素認証スマートカードです。Common Access
Card は、現役軍人、予備員、軍属、DoD 外政府職員、州兵、指定業者社員の標準 ID として発行されます。
ID カードとして使用されるだけでなく、共通アクセスカードは官庁施設やコンピューターネットワークへア
クセスする際に必要です。
各 CAC に埋め込まれているスマートカード証明書は、iLO Web インターフェイスでローカルユーザーアカウ
ントと関連付けられなければなりません。証明書マップページのコントロールを使用して、スマートカード証
明書をアップロードし、アカウントと関連付けます。
LDAP ディレクトリサポートを備えた CAC 認証ではディレクトリサービスに対して認証するサービスアカウ
ントを使用し、ユーザーアカウントは設定されたディレクトリサーバーと同じドメイン内に存在する必要があ
ります。さらに、ユーザーアカウントは、設定されたグループまたは拡張スキーマロールの直接メンバーでな
ければなりません。クロスドメイン認証とネスト化グループはサポートされません。
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CAC Smartcard 認証

ツーファクター認証
連邦政府認証を満たすために必要な要件の一部がツーファクター認証です。ツーファクター認証は、CAC の
二重認証です。たとえば CAC では、実際にカードを所有していてそのカードに関連付けられた PIN 番号を
知っていなければならないことで、ツーファクター認証が成立します。CAC 認証に対応するためには、スマ
ートカードが PIN を必要とするように構成されていなければなりません。

CAC Smartcard 認証設定の構成
前提条件
•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

•

オプション：LDAP サーバー CA 証明書をディレクトリ統合のためにインストールする。

•

オプション：LDAP ディレクトリ統合を、ディレクトリ統合のためのディレクトリデフォルトスキーマモ
ードで構成します。

手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼済み CA 証明書をインストールします。
この証明書は、iLO に提示される証明書の検証に使用します。証明書は設定されている iLO セキュリティ
状態に準拠していなければなりません。
3. 以下の認証オプションを設定します。
a. CAC Smartcard 認証を有効にします。
b. オプション：CAC 厳密モードを有効にします。
4. オプション（ディレクトリ統合のため）
：ディレクトリユーザー証明書名マッピングセクションでオプショ
ンを選択します。
この設定は、ユーザー証明書のどの部分がディレクトリユーザーアカウントの識別に使用されるかを特定
します。
5. 認証オプションおよびディレクトリユーザー証明書名マッピング設定を保存するには、適用ボタンをクリ
ックします。
6. オプション：証明書失効リスト（CRL）をインポートするには、失効リストの URL ボックスに URL を入
力して、適用をクリックします。
この手順により、以前に発行されて、失効した証明書を無効にできます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
7. オプション：オンライン証明書ステータスプロトコルを使用してユーザー証明書を確認するには、HTTP
または HTTPS URL を入力して、適用をクリックします。
8. スマートカード証明書をアップロードしてローカル iLO ユーザー アカウントにマップします（iLO をロー
カルユーザー認証で使用する場合のみ）。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス

111

CAC Smartcard 認証の設定
認証オプション
CAC Smartcard 認証
共通アクセススマートカードを使用した認証を有効または無効にします。
CAC 厳密モード
iLO への接続ごとにクライアント証明書を要求する CAC 厳密モードを有効または無効にします。このモ
ードが有効になっている場合、iLO は接続時にユーザー名やパスワードを受け付けず、キーベースの認証
方法のみが許可されます。
注記:
信頼済みの証明書がない場合、iLO にアクセスできません。iLO Web インターフェイスにアクセスしよう
とすると、エラーが生成されます。
ディレクトリユーザー証明書名マッピング
ディレクトリユーザー名の場合
ユーザー証明書の一部分を選択して、ご自分のディレクトリのユーザー名として使用できます。
•

証明書 SAN UPN を使用 - サブジェクト代替名（SAN）の、userPrincipalName（UPN）タイプの最初
のフィールドをユーザー名として使用します。これには、ユーザー名とドメイン名がメールアドレス
形式で含まれています。たとえば、upn:testuser@domain.com の場合、testuser@domain.com
となります。

•

証明書件名 CN を使用 - サブジェクトの CN または CommonName の部分だけをユーザー名として使
用します。たとえば、cn = test user, ou = users, dc = domain, dc = com という DN で
は、共通名は test user です。

•

完全な証明書の Subject DN を使用 - ディレクトリサービスでユーザーを検索するとき、完全な識別名
をユーザー名として使用します。たとえば、識別名は cn = test user, ou = users, dc =
domain, dc = com と表されます。

•

証明書 SAN RFC822 名を使用 - SAN の、rfc822Name タイプの最初のフィールドをユーザー名として
使用します。これにはメールアドレスが含まれています。たとえば、
rfc822Name:testuser@domain.com の場合、ユーザー名は testuser@domain.com となります。

OCSP 設定
OCSP URL
設定されている場合、認証用に入力されたユーザー証明書は、オンライン証明書ステータスプロトコルを
使用して確認されます。
HTTP および HTTPS URL のみが受け付けられます。
応答が不明または失効状態の場合、認証は失敗します。

CAC Smartcard 認証用の信頼済み証明書の管理
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信頼済み CA 証明書のインポート
前提条件
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. ダイレクトインポートセクションに信頼済み CA 証明書を貼り付けます。
証明書は、PEM でエンコードされた Base64 フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセー
ジが表示されていないかどうかを確認します。

信頼済み CA 証明書の削除
前提条件
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼できる CA 証明書を管理セクションまでスクロールします。
3. 削除する証明書の横にあるチェックボックスを選択します。
4. 削除をクリックします。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセー
ジが表示されていないかどうかを確認します。

証明書失効リスト（CRL）を URL からインポート
取り消された発行済み証明書を無効にするには、CRL をインポートします。
前提条件
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs
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手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 失効リストのインポートセクションに URL を入力するか貼り付けます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
CRL が証明書失効リスト（CRL）セクションに追加され、CRL の説明とシリアル番号が表示されます。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセー
ジが表示されていないかどうかを確認します。

証明書失効リストの削除
前提条件
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 証明書失効リスト（CRL）セクションまで下にスクロールします。
3. 削除をクリックします。

証明書マッピング
証明書マップページには、システムのローカルユーザーと、それぞれに関連付けられた SHA-256 証明書指紋
が表示されます。このページのコントロールを使用して、証明書を追加または削除します。
スマートカードまたは CAC 環境（CAC/Smartcard ページで構成）でスマートカードアクセスを許可するに
は、ローカルユーザーのスマートカード証明書が保存され、そのユーザーアカウントにマップされている必要
があります。

新しいローカルユーザー証明書の承認
前提条件
•

ユーザーアカウント管理権限

•

証明書が埋め込まれたスマートカードまたは他の CAC
証明書は設定されている iLO セキュリティ状態に準拠していなければならない。
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•

CAC Smartcard 認証が CAC/Smartcard タブで有効である。

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs
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手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックしてから、証明書マッピングタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリストが表
示されます。
2. ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックして、ユーザーアカウントを選択します
3. 新しい証明書の承認をクリックします。
証明書インポートデータ貼り付けボックスが表示されます。
4. 選択したユーザーアカウントの証明書を PEM にエンコードされた Base64 形式でエクスポートします。
5. 証明書をテキストエディターで開きます。
6. 証明書をコピーして、証明書インポートデータボックスに貼り付けます。
7. 証明書のインポートをクリックします。

ローカルユーザー証明書の削除
前提条件
•

ユーザーアカウント管理権限

•

証明書が関連付けられた 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントがシステムに存在する。

•

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンス タイプ、およびサ
ポートされている機能については、次の web サイトにあるライセンス文書を参照してください。http://
www.hpe.com/support/ilo-docs

手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックしてから、証明書マッピングタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリストが表
示されます。
2. 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントを、ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックし
て選択します。
3. 選択された証明書の削除をクリックします。
証明書はすぐに削除されて、証明書が削除されました。のメッセージが表示されます。

iLO での Kerberos 認証
Kerberos のサポートにより、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力する代わりに、ログインページの
Zero サインインボタンをクリックして、iLO にログインすることができます。正常にログインするには、ク
ライアントワークステーションがドメインにログインし、ユーザーが、iLO が設定されているディレクトリグ
ループのメンバーでなければなりません。ワークステーションがドメインにログインしていない場合でも、ユ
ーザーは、Kerberos UPN とドメインパスワードを使用して iLO にログインできます。
システム管理者はユーザーサインオンの前に iLO とドメイン間の信頼関係を確立するため、
（Two-Factor 認証
を含む）任意の形式の認証がサポートされます。Two-Factor 認証をサポートするようにユーザーアカウント
を設定する方法については、サーバーオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

iLO での Kerberos 認証
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Kerberos 認証の設定
手順
1. iLO ホスト名およびドメイン名を設定します。
2. iLO ライセンスをインストールして Kerberos 認証を有効にします。
3. ドメインコントローラーで Kerberos サポートを準備します。
4. Kerberos キータブファイルを生成します。
5. ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることを確認します。
6. iLO で Kerberos サポートを設定します
7. サポートされるブラウザーでシングルサインオンを設定します

Kerberos 認証用の iLO ホスト名とドメイン名の設定
使用したいドメイン名または DNS サーバーが DHCP サーバーによって供給されない場合：
手順
1.

ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートをクリックします。

2.

IPv4 タブをクリックします。

3.

次のチェックボックスの選択を解除して、送信をクリックします。
•

DHCPv4 のドメイン名の使用

•

DHCPv4 の DNS サーバーの使用

4.

IPv6 タブをクリックします。

5.

次のチェックボックスの選択を解除して、送信をクリックします。
•

DHCPv6 のドメイン名の使用

•

DHCPv6 の DNS サーバーの使用

6.

全般タブをクリックします。

7.

オプション：iLO サブシステム名（ホスト名）を更新します。

8.

ドメイン名を更新します。

9.

送信をクリックします。

10. iLO を再起動するには、リセットをクリックします。
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Kerberos 認証の iLO ホスト名とドメイン名の要件
•

ドメイン名 - iLO ドメイン名の値は、通常大文字に変換されたドメイン名である Kerberos レルム名と一致
している必要があります。たとえば、親ドメイン名が somedomain.net である場合、Kerberos レルム名
は、SOMEDOMAIN.NET になります。

•

iLO サブシステム名（ホスト名） - 設定された iLO ホスト名は、キータブファイルを生成するときに使用
する iLO ホスト名と同じでなければなりません。iLO ホスト名は大文字小文字が区別されます。

ドメインコントローラーでの Kerberos サポートの準備
Windows Server 環境で、Kerberos サポートはドメインコントローラーに含まれ、Kerberos レルム名は通常、
大文字に変換されたドメイン名になります。
手順
1. iLO システムごとにドメインディレクトリにコンピューターアカウントを作成して有効にします。
Active Directory ユーザーとコンピュータースナップインでユーザーアカウントを作成します。例：
•

iLO ホスト名：myilo

•

親ドメイン名：somedomain.net

•

iLO ドメイン名（完全修飾）：myilo.somedomain.net

2. iLO へのログインが許可されている各ユーザーについて、ドメインディレクトリにユーザーアカウントが
存在していることを確認します。
3. ドメインディレクトリにユニバーサルおよびグローバルユーザーグループを作成します。
iLO で権限を設定するには、ドメインディレクトリにセキュリティグループを作成する必要があります。
iLO にログインするユーザーには、そのユーザーがメンバーとなっているすべてのグループの一切の権限
が付与されます。権限の設定には、グローバルユーザーグループおよびユニバーサルユーザーグループの
みを使用できます。ドメインローカルグループは、サポートされていません。

Windows 環境での iLO 用キータブファルの生成
手順
1. Ktpass.exe ツールを使用して、キータブファイルを生成し、共有秘密を設定します。
Windows Vista の場合のみ：Microsoft ホットフィックス KB960830 を参照し、Ktpass.exe バージョン
6.0.6001.22331 以降を使用します。
2. オプション：Setspn コマンドを使用して、Kerberos SPN を iLO システムに割り当てます。
3. オプション：Setspn -L <iLO name>コマンドを使用して、iLO システム用 SPN を表示します。
HTTP/myilo.somedomain.net サービスが表示されることを確認します。

Ktpass
構文
Ktpass [options]

ドメインコントローラーでの Kerberos サポートの準備
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説明
Ktpass は、Kerberos 認証用のサービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードのペアが含まれているキ
ータブファイルと呼ばれるバイナリファイルを生成します。
パラメーター
+rndPass
ランダムパスワードを指定します。
-ptype KRB5_NT_SRV_HST
プリンシパルタイプ。ホストサービスインスタンス（KRB5_NT_SRV_HST）タイプを使用します。
-princ <principal name>
大文字と小文字が区別されるプリンシパル名を指定します。たとえば、HTTP/
myilo.somedomain.net@SOMEDOMAIN.net などです。
•

サービスタイプは大文字を使用する必要があります（HTTP）。

•

iLO ホスト名は小文字を使用する必要があります（myilo.somedomain.net）。

•

レルム名は大文字を使用する必要があります（@SOMEDOMAIN.NET）。

-mapuser <user account>
プリンシパル名を iLO システムドメインアカウントにマップします。
-out <file name>
.keytab ファイルのファイル名を指定します。
-crypto <encryption>
.keytab ファイルに生成されるキーの暗号化を指定します。
iLO で、高度なセキュリティ、FIPS、または CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場
合、AES Kerberos キータイプを使用する必要があります。
kvno
キーバージョン番号を上書きします。
重要:
このパラメーターは使用しないでください。このオプションを使用すると、キータブファイルの
knvo と Active Directory の kvno が同期しなくなります。
コマンド例
Ktpass +rndPass -ptype KRB5_NT_SRV_HST -princ
HTTP/myilo.somedomain.net@SOMEDOMAIN.NET -mapuser myilo$@somedomain.net
-out myilo.keytab
出力例
Targeting domain controller: domaincontroller.example.net
Using legacy password setting method
Successfully mapped HTTP/iloname.example.net to iloname.
WARNING: pType and account type do not match. This might cause problems.
Key created.
Output keytab to myilo.keytab:
Keytab version: 0x502
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keysize 69 HTTP/iloname.example.net@EXAMPLE.NET ptype 3
(KRB5 _NT_SRV_HST) vno 3 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16
(0x5a5c7c18ae23559acc2 9d95e0524bf23)
Ktpass コマンドでは、UPN を設定できないことに関するメッセージが表示される場合があります。この結
果は、iLO がユーザーではなくサービスであるため、問題ありません。コンピューターオブジェクトで、パス
ワード変更を確認するように求められる場合があります。ウィンドウを閉じ、キータブファイルの作成を続行
するには、OK をクリックします。

Setspn
構文
Setspn [options]
説明
Setspn コマンドは、SPN を表示、修正、および削除します。
パラメーター
-A <SPN>
追加する SPN を指定します。
-L
システムの現在の SPN を一覧表示します。
コマンド例
SetSPN -A HTTP/myilo.somedomain.net myilo
SPN コンポーネントでは大文字と小文字が区別されます。プライマリ（サービスタイプ）は、たとえば HTTP
のように大文字でなければなりません。インスタンス（iLO ホスト名）は、たとえば myilo.somedomain.net
のように小文字でなければなりません。
SetSPN コマンドでは、UPN を設定できないことに関するメッセージが表示される場合があります。この結
果は、iLO がユーザーではなくサービスであるため、問題ありません。コンピューターオブジェクトで、パス
ワード変更を確認するように求められる場合があります。OK をクリックしてウィンドウを閉じ、キータブフ
ァイルの作成を続行します。

ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることの確認
Kerberos 認証が正常に機能するには、iLO プロセッサー、KDC、およびクライアントワークステーションの
間で日付と時刻が同期している必要があります。サーバーで iLO の日付および時刻を設定するか、iLO 内で
SNTP 機能を有効にしてネットワークから日付および時刻を取得してください。
手順
1. 以下の日付と時間が互いに 5 分以内で設定されていることを確認します。

ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることの確認
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•

iLO の日付と時刻の設定

•

Web ブラウザーを実行するクライアント

•

認証を実行するサーバー

iLO での Kerberos サポートの設定
手順
1. iLO Kerberos 固有のパラメーターを設定します。
2. ディレクトリグループを設定します。

サポートされるブラウザーでのシングルサインオンの設定
ユーザーが iLO にログインするには、権限が割り当てられたグループのメンバーになっている必要がありま
す。Windows クライアントの場合、ワークステーションのロックまたはロック解除によって、iLO へのログ
インに使用される認証情報が更新されます。Home バージョンの Windows オペレーティングシステムは、
Kerberos ログインをサポートしていません。
iLO に関して Active Directory が適切に設定されており、Kerberos ログインに関して iLO が適切に設定されて
いる場合には、このセクションの手順によって、ログインが有効になります。

Internet Explorer でのシングルサインオンの有効化
以下の手順は、Internet Explorer 11 に基づいています。その他のバージョンのブラウザーでは、手順が異なる
場合があります。
手順
1. Internet Explorer で認証を有効にします。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. 詳細設定タブをクリックします。
c. セキュリティセクションまでスクロールします。
d. 統合 Windows 認証を有効にするが選択されていることを確認します。
e. OK をクリックします。
2. iLO ドメインをイントラネットゾーンに追加します。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. セキュリティタブをクリックします。
c. ローカルイントラネットアイコンをクリックします。
d. サイトボタンをクリックします。
e. 詳細設定ボタンをクリックします。
f. この Web サイトをゾーンに追加するボックスに、追加するサイトを入力します。
g. 企業ネットワークでは、*.example.net で十分です。
h. 追加をクリックします。
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i. 閉じるをクリックします。
j. ローカルイントラネットダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
k. インターネットオプションダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
3. イントラネットゾーンでのみ自動的にログオンする設定を有効にします。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. セキュリティタブをクリックします。
c. ローカルイントラネットアイコンをクリックします。
d. レベルのカスタマイズをクリックします。
e. ユーザー認証セクションまでスクロールします。
f. イントラネットゾーンでのみ自動的にログオンするオプションが選択されていることを確認します。
g. セキュリティ設定 - ローカルイントラネットゾーンウィンドウを閉じるには、OK をクリックします。
h. インターネットオプションダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
4. 手順 1～3 でオプションを変更した場合は、Internet Explorer を閉じて再起動します。
5. シングルサインオンの設定を確認します。

Firefox でのシングルサインオンの有効化
手順
1. ブラウザーの場所ツールバーに about:config と入力して、ドメインの設定ページを開きます。
動作保証対象外になります!というメッセージが表示される場合があります。
2. 動作保証対象外になります!というメッセージが表示された場合は、危険性を承知の上で使用するボタンを
クリックします。
3. 検索ボックスに network.negotiate と入力します。
4. network.negotiate-auth.trusted-uris をダブルクリックします。
5. iLO の DNS ドメイン名を入力し（たとえば、example.net）、OK をクリックします。
6. 設定をテストします。詳しくは、シングルサインオン（Zero サインイン）設定の確認(121 ページ)を参照
してください。

Chrome でのシングルサインオン
Chrome では設定は必要ありません。

シングルサインオン（Zero サインイン）設定の確認
手順
1. iLO ログインページ（例：http://iloname.example.net）に移動します。
2. Zero サインインボタンをクリックします。

HPE Gen10 セキュリティに関するベストプラクティス
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名前によるログインが動作していることの確認
手順
1. iLO ログインページに移動します。
2. Kerberos UPN 形式のユーザー名（例：user@EXAMPLE.NET）を入力します。
3. 関連付けられているドメインパスワードを入力します。
4. ログイン をクリックします。

ディレクトリの統合
iLO でディレクトリを使用すると、以下の利点があります。
•

スケーラビリティ - ディレクトリサービスを利用して、数千台の iLO プロセッサー上で数千のユーザーを
サポートできます。

•

セキュリティ - ディレクトリサービスから強力なユーザーパスワードポリシーが継承されます。ポリシー
には、ユーザーパスワードの複雑度、ローテーション頻度、有効期限などがあります。

•

ユーザーの責任 - 環境によっては、ユーザーが iLO アカウントを共有することがあり、その場合、操作を
実行したユーザーの特定が困難になります。

•

ロールベースの管理（HPE 拡張スキーマ構成） - ロール（たとえば、事務処理、ホストのリモート制御、
完全な制御）を作成して、ユーザーやユーザーグループを関連付けることができます。1 つのロールで変
更が行われると、その変更は、そのロールに関連付けられたすべてのユーザーおよび iLO デバイスに適用
されます。

•

集中管理（HPE 拡張スキーマ構成） - MMC などオペレーティングシステム固有の管理ツールを使用して、
iLO ユーザーを管理できます。

•

緊急性 - ディレクトリでの 1 つの変更が、関連付けられた iLO プロセッサーにただちに公開されます。こ
の機能により、このプロセスをスクリプト化する必要がなくなります。

•

認証情報の簡素化 - ディレクトリでは、iLO 用の新しい認証情報を記録せずに、既存のユーザーアカウン
トとパスワードを使用できます。

•

柔軟性（HPE 拡張スキーマ構成） - 企業の環境に合わせて、1 台の iLO プロセッサーについて 1 ユーザー
を対象に 1 つのロールを作成することも、複数の iLO プロセッサーについて複数のユーザーを対象に 1 つ
のロールを作成することも、ロールを組み合わせて使用することもできます。HPE 拡張スキーマ構成で
は、アクセスを特定の時間だけに制限したり、特定の IP アドレス範囲に制限したりすることができます。

•

互換性 - iLO ディレクトリ統合は、Active Directory および OpenLDAP をサポートします。

•

規格 - iLO ディレクトリサポートは、安全なディレクトリアクセスに関する LDAP 2.0 規格に基づいてい
ます。iLO の Kerberos サポートは LDAP v3 に基づいています。

iLO で使用するディレクトリ構成の選択
ディレクトリに対して iLO を構成する前に、スキーマフリー構成オプションか HPE 拡張スキーマ構成オプシ
ョンかを選択する必要があります。
以下の質問について検討します。
1. 使用するディレクトリにスキーマ拡張を適用できますか。
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• 「はい」の場合 - 質問 2 に進みます。
• 「いいえ」の場合 - Active Directory を使用しており、お客様の会社のポリシーにより拡張を適用できま
せん。
「いいえ」の場合 - OpenLDAP を使用しています。HPE 拡張スキーマは、現時点では OpenLDAP でサ
ポートされていません。
「いいえ」の場合 - お使いの環境には HPE 拡張スキーマとのディレクトリ統合は適しません。
グループベースのスキーマフリーディレクトリ統合を使用します。試用版のサーバーをインストール
して、HPE 拡張スキーマとのディレクトリ統合の利点を検討してみるとよいでしょう。
2. スケーラブルな設定を使用していますか。
次の質問に回答すると、設定がスケーラブルかどうかがわかります。
•

ディレクトリユーザーのグループの権限を変更する可能性がありますか。

•

iLO の変更を定期的にスクリプト化するつもりですか。

•

iLO 権限の制御に 6 つ以上のグループを使用しますか。

これらの質問に対する答えに応じて、次のオプションから選択します。
• 「いいえ」の場合 - スキーマフリーディレクトリ統合のインスタンスをインストールして、この方式が
お使いのポリシーおよび手順の要件に合っているかどうかを検討してみましょう。必要に応じて、後
で、HPE 拡張スキーマ構成を展開できます。
• 「はい」の場合 - HPE 拡張スキーマ構成を使用します。

スキーマフリーディレクトリ認証
スキーマフリーディレクトリ認証オプションを使用すると、ユーザーおよびグループがディレクトリに存在
し、グループ権限が iLO の設定に存在します。iLO はディレクトリログイン証明書を使用してディレクトリ内
のユーザーオブジェクトを読み取り、ユーザーグループのメンバーシップを取得します。これらのグループ
は、iLO 内に保存されているグループ構成と比較されます。ディレクトリユーザーアカウントが、構成されて
いる iLO ディレクトリグループのメンバーとして確認されると、iLO のログインに成功します。
スキーマフリーディレクトリ統合の利点
•

ディレクトリスキーマを拡張する必要がありません。

•

ディレクトリ内のユーザーについては、設定はほとんど必要ありません。何も設定しない場合、ディレク
トリは、既存のユーザーとグループメンバーシップを使用して iLO にアクセスします。たとえば、User1
という名前のドメイン管理者がいる場合、ドメイン管理者セキュリティグループの DN を iLO にコピーし
て完全な権限を付与することができます。すると、User1 は iLO にアクセスできるようになります。

スキーマフリーディレクトリ統合の欠点
グループ権限は、各 iLO システムで管理されます。この欠点は、グループ権限がほとんど変更されないため最
小限に抑えられ、グループのメンバーシップを変更するタスクは、各 iLO システムでなく、ディレクトリで管
理されます。Hewlett Packard Enterprise は、同時に多数の iLO システムを構成できるツールを提供していま
す。

スキーマフリーディレクトリ認証
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スキーマフリー構成オプション
スキーマフリーのセットアップオプションは、ディレクトリ用の設定にどの方法を用いても同じです。最も柔
軟でないログイン、より柔軟なログイン、または非常に柔軟なログインのディレクトリ設定を構成できます。
最も柔軟でないログイン
この構成を使用すると、完全 DN とパスワードを入力して iLO にログインできます。iLO が認識するグル
ープのメンバーでなければなりません。
この構成を使用するには、次の設定を入力します。
•

ディレクトリサーバーの DNS 名または IP アドレスと LDAP ポート。通常、SSL 接続用の LDAP ポー
トは、636 です。

•

少なくとも 1 つのグループの DN。このグループは、セキュリティグループ（例：Active Directory の
場合は CN=Administrators,CN=Builtin,DC=HPE,DC=com、OpenLDAP の場合は
UID=username,ou=People,dc=hpe,dc=com）、または目的の iLO ユーザーがグループメンバーで
あれば、別のどのグループでもかまいません。

より柔軟なログイン
この構成を使用すると、ログイン名とパスワードを入力して iLO にログインできます。iLO が認識するグ
ループのメンバーでなければなりません。ログイン時に、ログイン名とユーザーコンテキストが結合され
て、ユーザー DN になります。
この構成を使用するには、最も柔軟でないログインの設定と少なくとも 1 つのディレクトリユーザーコン
テキストを入力します。
たとえば、ユーザーが JOHN.SMITH としてログインし、ユーザーコンテキスト
CN=USERS,DC=HPE,DC=COM が構成されている場合は、iLO で
CN=JOHN.SMITH,CN=USERS,DC=HPE,DC=COM という DN が使用されます。
非常に柔軟なログイン
この構成を使用すると、完全な DN とパスワード、ディレクトリに表示される名前、NetBIOS 形式（domain/
login_name）、または電子メール形式（login_name@domain）を使用して iLO にログインできます。
この構成を使用するには、IP アドレスの代わりにディレクトリの DNS 名を入力して、iLO にディレクト
リサーバーアドレスを構成します。DNS 名は、iLO およびクライアントシステムの両方から、IP アドレス
に解決できなければなりません。

スキーマフリーディレクトリ統合を使用するための前提条件
手順
1. Active Directory および DNS をインストールします。
2. ルート CA をインストールして、SSL を有効にします。iLO は、安全な SSL 接続でのみ、ディレクトリと
通信します。
Active Directory での証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してくださ
い。
3. 少なくとも 1 人のユーザーのディレクトリ DN とそのユーザーが含まれているセキュリティグループの
DN が、使用可能であることを確認します。この情報は、ディレクトリのセットアップを検証するために使
用されます。
4. ディレクトリサービス認証を有効にする iLO ライセンスをインストールします。
5. iLO ネットワーク設定の IPv4 または IPv6 のページで、正しい DNS サーバーが指定されていることを確認
します。
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プロセスの概要：スキーマフリーのディレクトリ統合のための iLO の設定
手順
1. iLO スキーマフリーディレクトリのパラメーターを設定します。
2. ディレクトリグループを設定します。

スキーマフリーの入れ子型グループ（Active Directory のみ）
多くの組織では、ユーザーや管理者をグループ分けしています。このように整理すると、グループを 1 つまた
は複数の iLO システムに関連付けることができるので便利です。グループメンバーを追加または削除すると、
構成を更新できます。
Microsoft Active Directory では、あるグループを別のグループ内に配置した入れ子型のグループの作成がサポ
ートされています。
スキーマフリー構成では、間接メンバー（プライマリグループの入れ子型グループであるグループのメンバ
ー）であるユーザーに iLO へのログオンが許可されます。
CAC スマートカード認証を使用する場合は、入れ子型グループがサポートされません。

HPE 拡張スキーマディレクトリ認証
HPE 拡張スキーマディレクトリ認証オプションを使用すると、以下のことを行うことができます。
•

統合されたスケーラブルな共有ユーザーデータベースからユーザーを認証します。

•

ディレクトリサービスを使用して、ユーザーの権限を制御（権限付与）します。

•

ディレクトリサービスでは、iLO 管理プロセッサーおよび iLO ユーザーのグループレベルの管理にロール
を使用します。

HPE 拡張スキーマディレクトリ統合の利点
•

グループが各 iLO 上ではなく、ディレクトリ内で維持管理されます。

•

柔軟なアクセス制御 - アクセスを特定の時間だけに制限したり、特定の IP アドレス範囲に制限したりする
ことができます。

プロセスの概要：Active Directory を使用した HPE 拡張スキーマの設定
手順
1. 計画
以下の内容を確認してください。
•

ディレクトリ対応リモート管理

•

ディレクトリサービススキーマ（詳しくは、iLO 5 ユーザーガイドの付録ディレクトリサービススキー
マを参照してください。）

•

HPE 拡張スキーマ構成のための Active Directory の要件

2. インストール

プロセスの概要：スキーマフリーのディレクトリ統合のための iLO の設定
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a. ディレクトリサービス認証を有効にする iLO ライセンスをインストールします。
b. ProLiant 管理プロセッサーのディレクトリサポートパッケージをダウンロードし、ご使用の環境に必
要なユーティリティをインストールします。
スキーマエクステンダー、スナップイン、および ProLiant 管理プロセッサーのディレクトリサポートユ
ーティリティをインストールすることができます。
c. スキーマエクステンダーを実行してスキーマを拡張します。
d. 1 台または複数の管理ワークステーションに、ご使用のディレクトリサービスに適したスナップインを
インストールします。
3. アップデート
iLO の Web インターフェイスのページで、管理プロセッサーオブジェクトのディレクトリサーバー設定と
DN を設定します。
このステップは、ProLiant 管理プロセッサーのディレクトリサポートソフトウェアを使用して実行するこ
ともできます。
4. 役割とオブジェクトの管理
a. スナップインを使用して管理デバイスオブジェクトとロールオブジェクトを作成します。
b. 必要に応じて、ロールオブジェクトに権限を割り当て、役割を管理デバイスオブジェクトと関連付けま
す。
c. ユーザーをロールオブジェクトに追加します。
5. 例外の取り扱い
iLO ユーティリティは、単一の役割で簡単に使用できます。ディレクトリに複数の役割を作成することを
計画している場合は、LDIFDE または VBScript ユーティリティのようなディレクトリスクリプティングユ
ーティリティを使用する必要がある場合があります。これらのユーティリティは複雑な役割の関係を作成
します。

HPE 拡張スキーマの設定を使用して Active Directory を設定するための前提条件
手順
1. Active Directory および DNS をインストールします。
2. ルート CA をインストールして、SSL を有効にします。iLO は、安全な SSL 接続でのみ、ディレクトリと
通信します。
Active Directory での証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してくださ
い。
iLO には、ディレクトリサービスと通信するためにセキュリティ保護された接続が必要です。この接続に
は、Microsoft CA をインストールする必要があります。詳しくは、Microsoft Knowledge Base の Article ID
番号 321051 を参照してください。サードパーティの証明機関が SSL 経由で LDAP を有効にする方法
3. Active directory のスナップインとスキーマをインストールする前に、次の Microsoft Knowledge Base の記
事を参照してください。299687 MS01-036: LDAP over SSL の機能によりパスワードの変更が可能になる

ディレクトリサービスのサポート
iLO ソフトウェアは、Microsoft Active Directory ユーザーとコンピュータースナップイン内で動作するように
設計されており、ユーザーは、ディレクトリ経由でユーザーアカウントを管理できます。
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iLO は、HPE 拡張スキーマ構成で Microsoft Active Directory をサポートします。

iLO ディレクトリサポートソフトウェアのインストール
手順
1. ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートパッケージを Web サイト http://www.hpe.com/
support/ilo5 からダウンロードします。
2. .NET Framework 3.5 以降をターゲットサーバーにインストールします。
.NET Framework 3.5 以降は、ProLiant 管理プロセッサーソフトウェア用のディレクトリサポートをインス
トールするために使用します。
3. ダウンロードした EXE ファイルをダブルクリックします。
4. 次へをクリックしてください。
5. I accept the terms of the license agreement をクリックし、次へをクリックします。
6. ディレクトリサポートウィンドウで、スキーマエクステンダーをクリックし、スキーマエクステンダーソ
フトウェアをインストールします。
a. スキーマエクステンダーセットアップウィザードウィンドウで、次へをクリックします。
b. ライセンス契約ウィンドウで、同意するを選択し、次へをクリックします。
c. インストール先フォルダの選択ウィンドウで、インストールディレクトリとユーザー設定を選択し、次
へをクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、次へをクリックします。
インストールの完了ウィンドウが開きます。
e. 閉じるをクリックします。
7. コンソールのスナップインをインストールするには、MMC コンソールが閉じられていることを確認してか
ら、Snap-ins (x86)または Snap-ins (x64)をクリックします。
a. スナップインセットアップウィザードウィンドウで、次へをクリックします。
b. ライセンス契約ウィンドウで、同意するを選択し、次へをクリックします。
c. 情報ウィンドウで詳細を読んで、次へをクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、次へをクリックします。
インストールの完了ウィンドウが開きます。
8. ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートソフトウェアをインストールするには、ProLiant 管
理プロセッサー用のディレクトリサポートをクリックします。
a. ようこそウィンドウで、次へをクリックします。
b. ライセンス契約ウィンドウで、同意するを選択し、次へをクリックします。
c. インストール先フォルダの選択ウィンドウで、インストールディレクトリとユーザー設定を選択し、次
へをクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、次へをクリックします。

iLO ディレクトリサポートソフトウェアのインストール
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インストールの完了ウィンドウが開きます。
e. 閉じるをクリックします。

ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートのインストールオプション
•

スキーマエクステンダー - スキーマエクステンダーとバンドルされている.xml ファイルには、ディレク
トリに追加されるスキーマが格納されます。通常、これらのファイルのうち 1 つに、サポートされている
すべてのディレクトリサービスに共通のコアスキーマが格納されます。他のファイルには、製品固有のス
キーマが格納されます。スキーマインストーラーには、.NET Framework が必要です。
Windows Server Core をホストするドメインコントローラー上でスキーマインストーラーを実行すること
はできません。セキュリティおよびパフォーマンス上の理由から、Windows Server Core は、GUI を使用
しません。スキーマインストーラーを使用するには、ドメインコントローラーに GUI をインストールする
か、より古いバージョンの Windows をホストするドメインコントローラーを使用する必要があります。

•

Snap-ins (x86)または Snap-ins (x64) - マネジメントスナップインインストーラーは、Microsoft Active
Directory Users and Computers ディレクトリまたは Novell ConsoleOne ディレクトリで、iLO オブジェク
トを管理するためのスナップインをインストールします。
iLO スナップインは、iLO ディレクトリを作成する際に次のタスクを実行するために使用されます。

•

◦

iLO オブジェクトとロールオブジェクトを作成して管理する

◦

iLO オブジェクトとロールオブジェクトとの関連を作成する

ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポート - このユーティリティでは、iLO での Kerberos 認
証およびディレクトリサービスを設定できます。
HPLOMIG.exe ファイル、必要な DLL、ライセンス契約、およびその他のファイルが、C:\Program Files
(x86)\Hewlett Packard Enterprise\Directories Support for ProLiant Management
Processors ディレクトリにインストールされます。別のディレクトリを選択することもできます。イ
ンストーラーが、スタートメニューに ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートへのショート
カットを作成します。
インストールユーティリティは、.NET Framework がインストールされていないことを検出すると、エラ
ーメッセージを表示して終了します。

Schema Extender の実行
手順
1. Windows のスタートメニューから Management Devices Schema Extender を起動します。
•

Windows 7 および Windows Server 2008 - Windows メニューをクリックし、すべてのプログラム >
Hewlett-Packard Enterprise > Management Devices Schema Extender の順にクリックします。

•

Windows 8 および Windows Server 2012 - Windows メニューをクリックし、Management Devices
Schema Extender を検索します。

•

Windows 10 - Windows メニューをクリックし、すべてのアプリ > Hewlett-Packard Enterprise >
Management Devices Schema Extender の順にクリックします。

2. Lights Out Management が選択されていることを確認してから、次へを選択します。
3. Preparation ウィンドウの情報を読んでから、次へを選択します。
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4. Schema Preview ウィンドウで次へをクリックします。
5. Setup ウィンドウで、
•

ディレクトリサーバーの種類、名前、およびポートを入力します。

•

ディレクトリログイン情報と SSL の設定

Results ウィンドウには、スキーマを拡張できたかどうか、どの属性が変更されたかなど、インストール
の結果が表示されます。

スキーマエクステンダーで必要な情報
ディレクトリサーバー
•

タイプ - ディレクトリサーバーのタイプ。

•

名前 - ディレクトリサーバーの名前。

•

ポート - LDAP 通信に使用するポート。

ディレクトリログイン
•

ログイン名 - ディレクトリにログインするユーザーの名前。
スキーマの拡張を完了するためにディレクトリユーザーの名前とパスワードが必要である場合があり
ます。
認証情報を入力するときに、Administrator ログインをドメイン名とともに使用する必要がありま
す（例：Administrator@domain.com または domain\Administrator）。
Active Directory でスキーマを拡張するには、ユーザーが認証されているスキーマ管理者でなければな
りません。また、スキーマが書き込み禁止であってはなりません。さらに、そのディレクトリがツリ
ー内で FSMO ロールオーナでなければなりません。インストーラーは、ターゲットディレクトリサー
バーをフォレストの FSMO スキーママスターにしようとします。

•

パスワード - ディレクトリにログインするためのパスワード。

•

Use SSL for this Session - 使用する安全な認証の形式を設定します。このオプションを選択すると、
SSL 経由でのディレクトリ認証が使用されます。このオプションを選択せず、Active Directory を選択
すると、Windows 認証が使用されます。

ディレクトリサービスオブジェクト
ディレクトリベースの管理で大切なことの 1 つは、ディレクトリサービス内の管理対象デバイスを正しく仮想
化することです。この仮想化によって、管理者は、ディレクトリサービス内の管理対象デバイスとユーザーま
たはグループとを関連付けることができます。iLO のユーザー管理では、ディレクトリサービス内に以下の基
本オブジェクトが必要です。
•

Lights-Out Management オブジェクト

•

Role オブジェクト

•

User オブジェクト

各オブジェクトは、ディレクトリベースの管理に必要なデバイス、ユーザー、関連を意味します。
スナップインのインストール後、iLO オブジェクトと iLO ロールを、ディレクトリ内で作成できます。ユーザ
ーは、Active Directory Users and Computers ツールを使用して次の作業を行います。

ディレクトリサービスオブジェクト
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•

iLO オブジェクトとロールオブジェクトの作成

•

ロールオブジェクトへのユーザーの追加

•

ロールオブジェクトの権限と制限の設定

注記:
スナップインがインストールされた後、新しいエントリーを表示するには、ConsoleOne および MMC を再起
動します。

ディレクトリ対応リモート管理（HPE 拡張スキーマ構成）
この項は、ディレクトリサービスと iLO 製品に習熟し、iLO 用の HPE スキーマディレクトリ統合オプション
を使用したい管理者を対象にしています。
ディレクトリ対応リモート管理により、以下の作業を実行できます。
Lights-Out Management オブジェクトの作成
ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行うデバイスごとに、そのデバイスを表す
LOM デバイスオブジェクトを 1 つ作成する必要があります。Hewlett Packard Enterprise スナップインを
使用して LOM オブジェクトを作成することができます。
LOM デバイスには、意味のある名前（デバイスのネットワークアドレス、DNS 名、ホストサーバー名、
シリアル番号など）を付けることをおすすめします。
Lights-Out マネジメントデバイスの設定
ユーザーの認証や権限付与にディレクトリサービスを使用するすべての LOM デバイスは、適切なディレ
クトリ設定を使用して設定する必要があります。一般に、各デバイスを、適切なディレクトリサーバーア
ドレス、LOM オブジェクト DN、およびユーザーコンテキストを使用して設定します。サーバーアドレス
は、ローカルディレクトリサーバーの IP アドレスもしくは DNS 名、またはマルチホスト DNS 名（冗長
性を高くする場合）です。

組織構造に基づいたロール
組織内の管理者は、下級管理者が上級管理者から独立して権限を割り当てなければならない階層体制に属して
いる場合があります。このような場合、上級管理者によって割り当てられる権限を表すロールを 1 つ作成する
とともに、下級管理者が独自のロールを作成して管理することを許可すると便利です。
既存のグループの使用
多くの組織では、ユーザーや管理者をグループ分けしています。多くの場合、既存のグループを使用し、その
グループを 1 つまたは複数の LOM ロールオブジェクトに関連付けると便利です。デバイスがロールオブジ
ェクトに関連付けられている場合、管理者は、グループのメンバーを追加または削除することによって、その
ロールに関連付けられた Lights-Out デバイスへのアクセスを制御します。
Microsoft Active Directory を使用する場合は、あるグループを別のグループ内に配置できます（つまり、入れ
子型のグループを使用できます）。ロールオブジェクトはグループとみなされ、他のグループを直接含むこと
ができます。既存の入れ子型グループを直接ロールに追加し、適切な権限と制限を割り当ててください。新し
いユーザーを、既存のグループまたはロールのいずれかに追加できます。
トラスティまたはディレクトリ権限割り当てを使用してロールのメンバーシップを拡張する場合、ユーザー
は、LOM デバイスを表す LOM オブジェクトを読み出すことができる必要があります。一部の環境では、正常
なユーザー認証を行うために、ロールのトラスティが、オブジェクトの読み出すトラスティでもある必要があ
ります。
複数のロールの使用
ほとんどのデプロイメントでは、同じユーザーが、同じデバイスを管理する複数のロールに入っている必要は
ありません。ただし、これらの構成は、複雑な権限関係を構築する際には便利です。ユーザーが複数のロール
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の関係を構築すると、そのユーザーには、該当する各ロールによって割り当てられるすべての権限が付与され
ます。ロールは、権限を付与することしかできず、権限を取り消すことはできません。あるロールがユーザー
に権限を付与する場合、そのユーザーは、その権限を付与しない別のロールに入っていても、その権限を持ち
ます。
一般に、ディレクトリ管理者は、最小の数の権限が割り当てられたベースロールを作成し、追加のロールを作
成して権限を追加します。これらの追加権限は、特定の状況で、またはベースロールユーザーの特定のサブセ
ットに追加されます。
たとえば、組織は、LOM デバイスまたはホストサーバーの管理者と LOM デバイスのユーザーという 2 つの
タイプのユーザーを持つことがあります。この状況では、管理者のロールとユーザーのロールという 2 つのロ
ールを作成することが有効です。両方のロールにはいくつかの同じデバイスが含まれますが、これらのロール
は異なる権限を付与します。より小さなロールに包括的な権限を割り当てて、LOM 管理者をそのロールと管
理者ロールに入れると便利な場合があります。
複数の（重複する）ロールには、管理者ユーザーがユーザーロールからログイン権限を取得し、管理者ロール
から高度な権限が割り当てられる例を示します。
仮想電源およびリセット、
およびリモートコンソール権限

管理者ユーザー

ログ

管理者ロール

イン

権限

サーバー
ログイン権限
ユーザー

ユーザーロール

図 5: 複数の（重複する）ロール
重複するロールを使用しない場合は、複数の（独立した）ロールに示すように、ログイン、仮想電源およびリ
セット、およびリモートコンソール権限を管理者ロールに割り当て、ログイン権限をユーザーロールに割り当
てることがあります。
ログイン、仮想電源およびリセット、
およびリモートコンソール権限

管理者ユーザー

管理者ロール

サーバー
ログイン権限
ユーザー

ユーザーロール

図 6: 複数の（独立した）ロール

ロールアクセス制限の適用方法
ディレクトリユーザーによる LOM デバイスへのアクセスは、2 段階の制限によって限定することができます。
•

ユーザーアクセス制限は、ディレクトリへの認証を受けるためのユーザーアクセスを限定します。

•

ロールアクセス制限は、1 つまたは複数のロールでの指定に基づいて LOM 権限を受けることができる認証
済みユーザーの機能を限定します。

ロールアクセス制限の適用方法
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ディレクトリへの認証を受けるには
ユーザー制限を満たす必要がある
ディレクトリ サーバーが
制限を適用

1つまたは複数のロールに
よって付与される制限を
取得するにはロール制限を
満たす必要がある
LOM が制限を適用

ユーザー

クライアント
ワークステーション

12
9

ディレクトリ
サーバー
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3
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9

LOM
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3

9

6

12
3

9

6

ユーザーアクセス
制限

3
6

ロールアクセス
制限

図 7: ディレクトリのログイン制限

ユーザーアクセス制限
ユーザーのアドレス制限
管理者は、ディレクトリユーザーアカウントにネットワークアドレス制限を設定できます。ディレクトリサー
バーには、これらの制限が適用されます。
LDAP クライアント（LOM デバイスへのユーザーのログインなど）へのアドレス制限の適用について詳しく
は、ディレクトリサービスのドキュメントを参照してください。
ディレクトリのユーザーに設定したネットワークアドレス制限は、ディレクトリユーザーがプロキシサーバー
経由でログインする場合は、予期したとおりに適用されない場合があります。ユーザーがディレクトリユーザ
ーとして LOM デバイスにログインする場合は、LOM デバイスが、そのユーザーとしてのディレクトリへの認
証を試みます。つまり、ユーザーアカウントに設定されたアドレス制限が、LOM デバイスへのアクセス時に
適用されます。プロキシサーバーが使用される場合は、認証が試みられるネットワークアドレスがクライアン
トワークステーションのものではなく、LOM デバイスのものになります。

IPv4 アドレス範囲制限
IP アドレス範囲制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するネットワークアドレスを指定する
ことができます。
アドレス範囲は、一般に、
「最小-最大」範囲フォーマットで指定します。アドレス範囲を指定して、単一のア
ドレスのアクセスを許可または拒否することもできます。
「最小-最大」IP アドレス範囲内のアドレスには、IP
アドレス制限が適用されます。

IPv4 アドレスおよびサブネットマスク制限
IP アドレスおよびサブネットマスク制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するアドレスの範
囲を指定することができます。
このフォーマットは、IP アドレス範囲制限に似ていますが、ご使用のネットワーク環境によっては特有のも
のになる場合があります。IP アドレスおよびサブネットマスク範囲は、一般に、同じ論理ネットワーク上の
アドレスを特定するサブネットアドレスおよびアドレスビットマスクによって指定します。
2 進数演算で、クライアントマシンのアドレスのビットにサブネットマスクのビットを加えたものが制限にあ
るサブネットアドレスと一致する場合、クライアントは制限を満たします。

DNS ベース制限
DNS ベース制限では、ネットワークネームサービスを使用して、クライアント IP アドレスに割り当てられた
マシン名を検出することによって、クライアントマシンの論理名を調べます。DNS 制限には、正常に動作し
ているネームサーバーが必要です。ネームサービスがダウンしていたり、利用できなかったりすると、DNS
制限が満たされず、クライアントマシンは制限を満たすことができなくなります。
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DNS ベース制限を使用すると、特定マシン名や、共通のドメインサフィックスを共有するマシンへのアクセ
スを制限できます。たとえば、www.example.com という DNS 制限は、www.example.com というドメイン
名が割り当てられているホストによって満たされ、*.example.com という DNS 制限は、example 社が提供
元になっているすべてのマシンによって満たされます。
マルチホームホストを使用している場合があるので、DNS 制限では、あいまいさが発生する可能性がありま
す。DNS 制限は、必ずしも単一のシステムに一対一で適用されるわけではありません。
DNS ベース制限を使用すると、セキュリティが複雑になる場合があります。ネームサービスプロトコルは、
安全ではありません。ネットワークにアクセスできる悪意を持ったユーザーは、誰でも、不正な DNS サーバ
ーをネットワークに配置して偽のアドレス制限基準を作成することができます。DNS ベースのアドレス制限
を実装している場合は、組織的なセキュリティポリシーを考慮に入れてください。

ユーザーの時間制限
時間制限によって、ディレクトリへのユーザーのログイン（認証）が限定されます。通常、時間制限は、ディ
レクトリサーバーの時間を使用して適用されます。ディレクトリサーバーが異なるタイムゾーンにある場合
または異なるタイムゾーンにあるレプリカサーバーにアクセスしている場合は、管理対象オブジェクトからの
タイムゾーン情報を使用して相対的な時間を調整することができます。
ディレクトリサーバーは、ユーザーの時間制限を確認しますが、判定方法は、タイムゾーンの変化や認証メカ
ニズムによって複雑になる場合があります。
ディレクトリサーバーが
ユーザーの時間制限を適用
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ワークステーション
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図 8: ユーザーの時間制限

ロールのアクセス制限
制限によって、管理者は、ロールの範囲を限定することができます。ロールは、ロールの制限を満たすユーザ
ーだけに権限を付与します。制限付きロールを使用することによって、ユーザーに、時間帯やクライアントの
ネットワークアドレスによって変化する動的権限を付与することができます。
ディレクトリが有効な場合、iLO システムへアクセス可能かどうかは、該当する iLO オブジェクトを含むロー
ルオブジェクトへの読み取りアクセス権が、ユーザーにあるかどうかによって決まります。このユーザーに
は、ロールオブジェクトで許可されているメンバーも含まれますが、そのメンバーに限定されません。継承可
能な権限を親から伝達できるようにロールを設定すると、読み出し権限を持つ親のメンバーも iLO にアクセス
できます。
アクセス制御リストを表示するには、Active Directory Users and Computers に移動し、ロールオブジェク
トのプロパティページを開き、セキュリティタブをクリックします。セキュリティタブを表示するには、MMC
で Advanced View を有効にする必要があります。

ロールベースの時間制限
管理者は、LOM ロールに時間制限を設定することができます。ユーザーには、そのユーザーがロールのメン
バーであり、そのロールの時間制限を満たしている場合にのみ、そのロールに示されている LOM デバイスに
ついて、指定された権限が付与されます。
ロールベースの時間制限は、LOM デバイスで時間が設定されている場合にのみ、機能します。LOM デバイス
は、ローカルホストの時間に従って、時間制限を適用します。LOM デバイスの時計が設定されていない場合、

ロールのアクセス制限
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ロールに対して時間制限が指定されていない限り、ロールベースの時間制限は適用されません。時間は、通
常、ホストの起動時に設定されます。
時間設定は、SNTP を設定することで維持できます。これにより、LOM デバイスでうるう年を補正すること
や、ホストとの時間のずれを最小限に抑えることができます。予定外の停電や LOM ファームウェアのフラッ
シュなどのイベントによって、LOM デバイスの時計が設定されないことがあります。また、LOM デバイスが
ファームウェアをフラッシュする時間の設定を保持するために、ホストの時間は正確でなければなりません。

ロールベースのアドレス制限
LOM ファームウェアでは、クライアントの IP ネットワークアドレスに基づいてロールベースのアドレス制限
が適用されます。ロールのアドレス制限が満たされる場合、そのロールによって付与される権利が適用されま
す。
ファイアウォールの外からのアクセスやネットワークプロキシ経由のアクセスが試みられる場合、アドレス制
限は、管理が困難になる場合があります。これらの方式のアクセスが可能な場合、クライアントの見かけ上の
ネットワークアドレスが変更されることがあるので、アドレス制限の予期しない適用が発生する場合がありま
す。

複数の制限およびロール
権限の適用される状況が限定されるように 1 つまたは複数のロールを制限したい場合には、多数のロールを作
成すると非常に便利です。他のロールが、異なる権限を異なる制限で付与します。複数の制限とロールを使用
すると、管理者は、任意の複雑な権限関係を最小限のロールで作成できます。
たとえば、組織が、LOM 管理者について、「企業ネットワーク内から LOM デバイスを使用できるが通常の業
務時間外にはサーバーのリセットしかできない」というセキュリティポリシーを設定しているとします。
ディレクトリ管理者は、2 つのロールを作成してこの状況に対応しようと考えるかもしれませんが、この場合
には特別の注意が必要です。必要なサーバーリセット権限を付与するロールを作成し、このロールを業務時間
外に制限すると、管理者が企業ネットワークの外からサーバーをリセットできるようになる場合があり、多く
の場合セキュリティポリシーに反します。
制限およびロールの作成では、セキュリティポリシーで、一般的な使用を企業サブネット内のクライアントに
制限しており、サーバーリセット操作を業務時間外に制限していることを示しています。
ログイン権限に企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる
一般使用ロール

ユーザー
サーバー
リセットロール

仮想電源およびリセット権限に
月～金曜日の午前8～午後5時を
「拒否」する時間制限を割り当
てる

図 9: 制限およびロールの作成
また、ディレクトリ管理者は、ログイン権限を付与するロールを作成し、このロールを企業ネットワークに制
限した後、サーバーリセット権限だけを付与する別のロールを作成し、これを業務時間外に制限しようと考え
るかもしれません。この設定では管理が簡単になりますが、継続的な管理によって企業ネットワーク外部のア
ドレスからのユーザーにログイン権限を付与する別のロールが作成される場合があるため、危険性が増しま
す。サーバーリセットロールに属する LOM 管理者がロールの時間制限を満たす場合、このロールは意図せず
に、この LOM 管理者にどこからでもサーバーをリセットできる権限を付与する可能性があります。
制限およびロールの作成に示されている設定は、企業のセキュリティ要件を満たしています。ただし、ログイ
ン権限を付与する別のロールを追加することによって、間違って、業務時間外に企業サブネットの外からサー
バーをリセットする権限を付与する可能性があります。リセットロールと一般使用ロールの制限で示すよう
に、リセットロールと一般使用ロールを制限することによって、より管理しやすいソリューションを実現でき
ます。
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ログイン権限に企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる
一般使用ロール

ユーザー
サーバー
リセットロール

仮想電源およびリセット権限、
およびログイン権限に月～金曜日
の午前 8 ～午後 5 時を「拒否」
する時間制限と企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる

図 10: リセットロールと一般使用ロールの制限

一度に複数の iLO システムを構成するためのツール
Kerberos 認証およびディレクトリサービスに多数の LOM オブジェクトを構成すると時間がかかります。次
のユーティリティを使用すると、一度に複数の LOM オブジェクトを構成できます。
ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポート
このソフトウェアには、多数の管理プロセッサーを使用した Kerberos 認証およびディレクトリサービス
を構成する段階的なアプローチを提供する GUI が含まれています。Hewlett Packard Enterprise は、複数
の管理プロセッサーを構成するときに、このツールを使用することをおすすめします。
従来のインポートユーティリティ
LDIFDE や NDS Import/Export Wizard などのツールを熟知している管理者は、これらのユーティリティを
使用して、LOM デバイスディレクトリオブジェクトをインポートまたは作成できます。管理者はデバイ
スを手動で構成する必要がありますが、いつでもこの構成を行うことができます。プログラマチックイン
ターフェイスまたはスクリプティングインターフェイスを使用して、LOM デバイスオブジェクトをユー
ザーオブジェクトや他のオブジェクトと同じように作成できます。LOM オブジェクトを作成する際の属
性や属性データフォーマットについては、ディレクトリサービススキーマを参照してください。

ディレクトリサービスによるユーザーログイン
iLO のログインページの Login Name ボックスでは、ディレクトリユーザーとローカルユーザーを受け入れま
す。
ログイン名の最大長は、ローカルユーザーの場合が 39 文字、ディレクトリユーザーの場合が 127 文字です。
（ブレードサーバー上の）診断ポート経由で接続すると、Zero サインインおよびディレクトリユーザーログイ
ンがサポートされず、ローカルアカウントを使用する必要があります。
ディレクトリユーザー
次の形式がサポートされています。
•

LDAP 完全識別名（Active Directory と OpenLDAP）
例：CN=John Smith,CN=Users,DC=HPE,DC=COM、または@HPE.com
ログイン名の短い形式は、アクセスしようとしているドメインをディレクトリに通知しません。ドメ
イン名を入力するか、またはアカウントの LDAP DN を使用します。

•

ドメイン\ユーザー名形式（Active Directory）
例：HPE\jsmith

•

ユーザー名@ドメイン形式（Active Directory）

一度に複数の iLO システムを構成するためのツール
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例：jsmith@hpe.com
@検索可能形式を使用して指定されるディレクトリユーザーは、3 つの検索可能コンテキストのいずれ
かに配置できます。このコンテキストは、ディレクトリページで構成します。
•

ユーザー名形式（Active Directory）
例：John Smith
ユーザー名形式を使用して指定されるディレクトリユーザーは、3 つの検索可能コンテキストのいずれ
かに配置できます。このコンテキストは、ディレクトリページで構成します。

ローカルユーザー
iLO ローカルユーザーアカウントのログイン名を入力します。

UEFI、パスワード、および Trusted Platform Module
UEFI システムユーティリティには、広範囲にわたるセキュリティオプションが含まれていて、電源投入時パ
スワードや管理者パスワードの制御などのサーバーセキュリティのオプションを微調整できます。TLS/
HTTPS や Trusted Platform Module の設定などのセキュリティを強化するその他のオプションだけでなく、破
損や改ざんに備えて UEFI をバックアップ ROM にスワップすることもできます。

サーバーセキュリティのオプション
•

電源オンパスワードの設定

•

管理者パスワードの設定

•

セキュアブート設定

•

TLS（HTTPS）オプション

•

Trusted Platform Module オプション

•

Intel (R) TXT サポート

•

ワンタイムブートメニュー（F11 プロンプト）

•

システム侵入検知

•

バックアップ ROM イメージの認証

電源投入時パスワード設定
電源投入時パスワード設定オプションを使用して、ブートプロセス中にサーバーにアクセスするためのパスワ
ードを設定できます。サーバーの電源を投入すると、プロンプトが表示されます。続行するには、ここにパス
ワードを入力する必要があります。パスワードを無効化または消去するには、パスワードの入力を求めるメッ
セージが表示されたときに、パスワードの後に/（スラッシュ）を付けて入力します。
注記:
ASR（自動サーバー復旧）再起動の場合、電源投入時パスワードはバイパスされ、サーバーは通常どおり起動
します。
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UEFI、パスワード、および Trusted Platform Module

手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > 電源投入時パスワード設定を選択します。
2. パスワードを入力します。
パスワードは次の条件を満たしている必要があります。
•

最大 31 文字

•

英数字および特殊文字の任意の組み合わせ

3. 確認のためもう一度パスワードを入力して、Enter キーを押します。
パスワードが設定されていることを確認するメッセージが表示されます。
4. 変更を保存します。
5. サーバーを再起動します。

管理者パスワードの設定
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > 管理者パスワードの設定を選択します。
2. パスワードを入力します。
パスワードは次の条件を満たしている必要があります。
•

最大 31 文字

•

英数字および特殊文字の任意の組み合わせ

3. 確認のためもう一度パスワードを入力して、Enter キーを押します。
パスワードが設定されていることを確認するメッセージが表示されます。
4. 変更を保存します。
5. サーバーを再起動します。

セキュアブート
セキュアブートはサーバーのセキュリティ機能で、完全に BIOS に組み込まれており、特殊なハードウェアは
不要です。セキュアブートにより、ブートプロセス中に起動した各コンポーネントにデジタル記号が付けら
れ、このシグネチャーが UEFI BIOS に内蔵された一連の信頼済みの証明書と照合されて検証されます。セキ
ュアブートは、ブートプロセス中に次のコンポーネントのソフトウェア ID を検証します。
•

PCIe カードからロードされた UEFI ドライバー

•

大容量ストレージデバイスからロードされた UEFI ドライバー

•

プリブート UEFI シェルアプリケーション

•

OS UEFI ブートローダー

セキュアブートが有効になっている場合には、以下が必要です。

管理者パスワードの設定
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•

ブートプロセス中、ブートローダーを持つオペレーティングシステムとファームウェアコンポーネントは、
実行するために適切なデジタルシグネチャーを持っている必要があります。

•

オペレーティングシステムは、起動するためには、セキュアブートをサポートし、認証済みキーの 1 つで
署名された EFI ブートローダーを持っている必要があります。サポートされるオペレーティングシステム
について詳しくは、http://www.hpe.com/servers/ossupport を参照してください。

独自の証明書を追加または削除することにより、UEFI BIOS に組み込まれている証明書をカスタマイズでき
ます。カスタマイズは、サーバーに直接取り付けられた管理コンソールから行うことも、または iLO リモート
コンソールを使用してサーバーにリモート接続して行うこともできます。
セキュアブートは、次のように構成できます。
•

以下の各項で説明されているシステムユーティリティオプションを使用する。

•

iLO RESTful API を使用して、証明書をクリアし、復元する。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイト（http://www.hpe.com/info/redfish）を参照してください。

•

内蔵 UEFI シェルで secboot コマンドを使用し、セキュアブートデータベース、キー、およびセキュリテ
ィレポートを表示する。

セキュアブートの有効化または無効化
前提条件
このオプションを有効にするには、次の操作を行います。
•

ブートモードを UEFI モードに設定します。

•

UEFI 最適化ブートを有効にします。

手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > Attempt Secure Boot を選択します。
2. 設定を選択します。
•

有効 - セキュアブートを有効にします。

•

無効 - セキュアブートを無効にします。

3. 変更を保存します。
4. サーバーを再起動します。

Trusted Platform Module オプションの構成
Trusted Platform Module は、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安全に格納するコンピューター
チップです。これらの仕掛けには、パスワード、証明書、暗号鍵などが含まれます。また、TPM を使用する
と、プラットフォームの測定値を格納してプラットフォームの信頼性を保証することができます。Trusted
Platform Module で構成されているサーバーでは、ファームウェアおよびオペレーティングシステムは、TPM
を使用して、ブートプロセスのすべてのフェーズを測定できます。TPM モジュールオプションの取り付けお
よび有効化については、ご使用のサーバーモデルのユーザードキュメントを参照してください。
Trusted Platform Module を有効にするには、次のガイドラインに従ってください。
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セキュアブートの有効化または無効化

•

デフォルトでは、Trusted Platform Module を取り付けた後にサーバーの電源がオンになると、Trusted
Platform Module は TPM 2.0 として有効化されます。

•

UEFI モードでは、Trusted Platform Module を TPM 2.0 または TPM 1.2 として動作するように構成できま
す。

•

レガシーブートモードでは、Trusted Platform Module 構成を TPM 1.2 と TPM 2.0 に切り替えることがで
きますが、サポートされている動作は TPM 1.2 のみです。
注意:
サーバーの変更や、適切な手順を使用して OS での TPM のサスペンドまたは無効化を実行しないと、
TPM を使用している OS ですべてのデータアクセスがロックされる場合があります。これには、システ
ムまたはオプションファームウェアの更新、ハードウェア（システムボードやハードドライブなど）の
交換、TPM の OS 設定の変更が含まれます。OS のインストール後に TPM モードを変更すると、デー
タ消失などの問題の原因となります。

手順
1. System Utilities 画面で、System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server
Security > Trusted Platform Module オプションを選択します。
2. オプションを選択します。オプションの TPM を使用して構成されているサーバーでは、以下を設定できま
す。
•

•

•

•

TPM 2.0 操作 - 再起動後に実行する TPM 2.0 の動作を設定します。オプションは次のとおりです。
◦

操作なし - 構成されている TPM はありません。

◦

クリア - 再起動中に TPM がクリアされます。また、TPM 2.0 操作は、操作なしに設定されます。

TPM モードの切り替え - TPM モードを設定して、再起動後に実行されるようにします。オプションは
次のとおりです。
◦

操作なし

◦

TPM 1.2

◦

TPM 2.0

TPM 2.0 ビジビリティ - オペレーティングシステムが TPM を認識しないようにするかどうかを設定し
ます。オプションは次のとおりです。
◦

隠さない

◦

隠す - オペレーティングシステムから TPM を隠します。この設定を使用して、実際のハードウェア
を取り外さずに TPM オプションをシステムから削除します。

TPM UEFI オプション ROM 測定 - UEFI PCI 操作 ROM の計測を有効または無効（スキップ）にしま
す。オプションは次のとおりです。
◦

有効

◦

無効

3. 変更を保存します。
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4. システムを再起動します。
システムが再起動したら、現在の TPM のタイプと現在の TPM の状態の設定を表示できます。
5. 新しい現在の TPM のタイプと現在の TPM の状態の設定が、画面の上部に表示されることを確認します。

アドバンストセキュアブートオプション
•

PK - プラットフォームキー - プラットフォームオーナーとプラットフォームファームウェア間の信頼関
係を確立します。

•

KEK - キー交換キー - 許可されていない変更から署名データベースを保護できます。このキーのプライベ
ート部分がないと、署名データベースに変更を加えることはできません。

•

DB - 許可済み署名データベース - プラットフォーム上での実行を許可された署名のセキュアブート許可
済み署名データベースを保持します。

•

DBX - 禁止された署名データベース - プラットフォーム上での実行を許可されていない署名のセキュアブ
ートブラックリスト署名データベースを保持します。

•

DBT - タイムスタンプ署名データベース - タイムスタンプ署名データベース内のコードの署名を保持しま
す。

•

すべてのキーを削除

•

すべてのキーをエクスポート

•

すべてのキーをプラットフォームのデフォルトにリセット

注記:
デフォルトのセキュリティ証明書を変更すると、一部のデバイスからシステムの起動に失敗することがありま
す。さらに、Intelligent Provisioning のようなシステムソフトウェアの起動に失敗することもあります。

アドバンストセキュアブートオプションの設定の表示
手順
1. System Utilities 画面で、System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server
Security > Secure Boot Settings > Advanced Secure Boot Options を選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. 交換キーまたは署名データベースオプションに対して View エントリーを選択します。
4. 表示するオプションのエントリーを選択します。
例：HPE UEFI セキュアブート 2016 PK キーの詳細の表示
システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキュリ
ティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > PK - プラットフォームキー > PK エ
ントリーを表示 > HPE UEFI Secure Boot 2016 PK キーを選択します。
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セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名の登録
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプションを選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. Enroll <option name>を選択します。
4. Enroll <option name>option name を選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
5. 証明書ファイルが配置されている接続されているメディアデバイスを選択し、Enter を押します。
6. 証明書ファイルのメニューのパスの選択を続行します。選択するごとに、Enter キーを押します。
7.（オプション）署名所有者の GUID を選択します。
8.（オプション）署名所有者 GUID でその他を選択した場合、署名の GUID(オプション)を入力します。
次の形式を使用します（36 文字）：11111111-2222-3333-4444-1234567890ab
•

Hewlett Packard Enterprise の証明書の場合は、F5A96B31-DBA0-4faa-A42A-7A0C9832768E を入力
します。

•

Microsoft の証明書の場合は、77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b を入力します。

•

SUSE の証明書の場合は、2879c886-57ee-45cc-b126-f92f24f906b9 を入力します。

9. 変更をコミットして終了を選択します。
例：KEK エントリーを登録
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > KEK - キー交換キー > KEK
エントリーを登録を選択します。
2. ファイルを使用して KEK を登録を選択します。
3. 接続されているメディアデバイスから証明書ファイルの場所を選択します。
4.（オプション）署名所有者の GUID を選択します。
5.（オプション）署名所有者 GUID でその他を選択した場合、署名の GUID(オプション)を入力します。
6. 変更をコミットして終了を選択します。

セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名の削除
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプションを選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. 以下のいずれかを実行します。

セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名の登録
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•

削除できるオプションが 1 つある場合は、次の手順に従います。
a. 削除 <オプション名>チェックボックスを選択します。
b. はいをクリックします。

•

削除できるオプションが 2 つ以上ある場合は、次の手順に従います。
a. 削除 <オプション名>を選択します。
b. 削除するオプションのチェックボックスを選択します。
c. はいをクリックします。

例：KEK エントリーの削除
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > KEK - キー交換キー > KEK
エントリーを削除を選択します。
2. 削除するエントリーのチェックボックスを選択します。
3. はいをクリックします。

すべてのキーを削除
すべてのキーを削除オプションを選択すると、プラットフォームキーを含む、システム内のすべてのキーが削
除されます。
重要:
すべてのキーが削除されると、システムのセキュアブートはただちに強制的に無効になります。システ
ムを再起動しても、セキュアブートは無効なままです。これは、有効なセキュアブートキーが復元され
るまで続きます。
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > すべてのキーを削除を選択
します。
2. Enter キーを押して、すべてのキーを削除します。
3. 削除を確認します。

セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名のエクスポート
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプションを選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. <Option name>をエクスポートを選択します。
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すべてのキーを削除

4. エクスポートするエントリーを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
5. 以下のいずれかを実行します。
•

ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパ
スの選択を続けます。選択するごとに、Enter キーを押します。

•

新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

例：許可済み署名データベース署名のエクスポート
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > DB - 許可済み署名データベ
ース > 署名をエクスポート > HPE UEFI Secure Boot 2016 DB Key を選択します。
2. エクスポートするエントリーを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
3. 以下のいずれかを実行します。
•

ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパ
スの選択を続けます。選択するごとに、Enter キーを押します。

•

新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

すべてのセキュアブート証明書キーのエクスポート
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > すべてのキーをエクスポー
トを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
2. 以下のいずれかを実行します。
•

ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパ
スの選択を続けます。選択するごとに、Enter キーを押します。

•

新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

セキュアブート認証キーまたはデータベース署名をプラットフォームのデフォルトにリセット
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプションを選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。

すべてのセキュアブート証明書キーのエクスポート
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3. プラットフォームのデフォルトにリセットを選択します。
4. はいをクリックします。

すべてのセキュアブート認証キーをプラットフォームのデフォルトにリセット
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > すべてのキーをプラットフ
ォームのデフォルトにリセットを選択します。
2. はいをクリックします。

TLS（HTTPS）オプション
TLS 証明書の詳細の表示
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書を表示を選択します。
2. 証明書を選択します。

TLS 証明書の登録
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書を登録を選択します。
2. ファイルエクスプローラーを使用して証明書を登録を選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
3. 証明書ファイルが配置されている接続されているメディアデバイスを選択し、Enter を押します。
4. 証明書ファイルのメニューのパスの選択を続行します。選択するごとに、Enter キーを押します。
5. 変更をコミットして終了を選択します。

TLS 証明書の削除
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書を削除を選択します。
2. 証明書のリストで、削除する証明書を選択します。
3. 変更をコミットして終了を選択します。
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すべてのセキュアブート認証キーをプラットフォームのデフォルトにリセット

すべての TLS 証明書の削除
証明書をすべて削除オプションを選択すると、システム内のすべての証明書を削除できます。
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS（HTTPS）オプション > 証明書をすべて削除を選択します。
2. Enter を押します。
3. 削除を確認します。

TLS 証明書のエクスポート
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書をエクスポートを選択します。
2. エクスポートされる証明書のファイル形式を選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
3. 以下のいずれかを実行します。
•

ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパ
スの選択を続けます。選択するごとに、Enter キーを押します。

•

新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

すべての TLS 証明書のエクスポート
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS (HTTPS)オプション > すべての証明書をエクスポートを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
2. 以下のいずれかを実行します。
•

ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパ
スの選択を続けます。選択するごとに、Enter キーを押します。

•

新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

すべての TLS 証明書の削除
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すべて TLS 設定をプラットフォームのデフォルトにリセット
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS（HTTPS）オプション > すべての設定をプラットフォームのデフォルトにリセットを選択
します。
2. OK をクリックします。

高度な TLS セキュリティ設定の構成
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 高度なセキュリティ設定を選択します。
2. オプションを構成します。
•

TLS 接続でどの暗号スイートが許可されるのかについて構成を行うには、次の手順に従います。
a. TLS 接続で許可する暗号スイートを選択します。
b. 次のいずれかを選択します。
◦

許可する暗号スイートに対応する個々のチェックボックス。

◦

プラットフォームのデフォルトの暗号スイートを選択

c. 変更をコミットして終了を選択します。
•

TLS 接続ごとに証明書検証プロセスを構成するには、次の手順に従います。
a. すべての TLS 接続の証明書の検証を選択します。
b. 設定を選択します。

•

◦

PEER（推奨） - セキュアな通信を実現するために、ピアで提供される証明書を検証します。

◦

なし - 証明書を検証しません。

厳密なホスト名のチェックを有効または無効にするには、次の手順に従います。
a. ホスト名を厳密にチェックを選択します。
b. 設定を選択します。

146

すべて TLS 設定をプラットフォームのデフォルトにリセット

•

◦

ENABLE - 接続されているサーバーのホスト名がサーバーが提供する証明書のホスト名と照合
されます。

◦

DISABLE - 接続されているサーバーのホスト名の、サーバーが提供する証明書のホスト名との照
合は行われません。

TLS 接続に使用するプロトコルバージョンを指定するには、次の手順に従います。
a. TLS プロトコルバージョンをサポートを選択します。
b. 設定を選択します。
◦

AUTO - TLS サーバーとクライアントの両方でサポートされる最新のプロトコルバージョンがネ
ゴシエートされます。

◦

1.0 - TLS プロトコルバージョン 1.0 を使用します。

◦

1.1 - TLS プロトコルバージョン 1.1 を使用します。

◦

1.2 - TLS プロトコルバージョン 1.2 を使用します。

3. 変更を保存します。

インテル TXT サポートの有効化または無効化
インテル TXT サポートオプションを使用すると、この機能をサポートするインテルプロセッサー搭載のサー
バーで、インテル TXT（Trusted Execution Technology）サポートを有効または無効にすることができます。
注記:
インテル TXT は TPM 2.0 と TPM 1.2 の両方のモードでサポートされます。
前提条件
インテル TXT サポートを有効にするには、次のものを有効にする必要があります。
•

すべてのインテルプロセッサーコア

•

ハイパースレッディング

•

VT-

•

TPM

TXT が有効な場合にこれらの機能のいずれかを無効にすると、TXT が正しく動作しなくなる可能性がありま
す。
注記:
物理 TPM は常に有効で、検出可能で、デフォルトで動作しています。

インテル TXT サポートの有効化または無効化
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手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > Intel (R) TXT サポートを選択します。
2. 設定を選択します。
•

有効 - TXT サポートを有効にします

•

無効 - TXT サポートを無効にします。

3. 変更を保存します。

ワンタイムブートメニュー（F11 プロンプト）の有効化または無効化
このオプションを使用して、現在のブート時に、F11 キーを押してワンタイムブートメニューに直接ブートで
きるかどうかを制御します。このオプションでは、通常のブート順序の設定は変更されません。このオプショ
ンを有効にすると、サーバーの再起動後に POST 画面で F11 キーを押すことにより、システムユーティリテ
ィのワンタイムブートメニューを直接起動できます。
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > ワンタイムブートメニュー（F11 プロンプト）を選択します。
2. 設定を選択します。
•

有効

•

無効

3. 変更を保存します。

プロセッサー AES-NI サポートの有効化または無効化
プロセッサー AES-NI オプションを使用して、プロセッサー内の Advanced Encryption Standard Instruction
Set を有効または無効にします。
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > プロセッサー AES-NI サポートを選択します。
2. 設定を選択します。
•

有効 - AES-NI サポートを有効にします。

•

無効 - AES-NI サポートを無効にします。

3. 変更を保存します。

バックアップ ROM イメージ認証の有効化または無効化
起動時にバックアップ ROM イメージの暗号認証を有効または無効にするには、バックアップ ROM イメージ
の認証オプションを使用します。
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ワンタイムブートメニュー（F11 プロンプト）の有効化または無効化

手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーセキ
ュリティ > バックアップ ROM イメージの認証を選択します。
2. 設定を選択します。
•

有効 - 起動時に、バックアップ ROM イメージが認証されます。

•

無効 - バックアップ ROM イメージの起動時の認証は行われません。プライマリイメージのみが認証
されます。

3. 変更を保存します。

ファームウェア、OS ソフトウェア、および言語パックの管理
iLO 5 v1.10 および SUM 8.0 でのファームウェアの更新に以前は必要だった特別な手順は必要なくなりまし
た。ファームウェア、OS ソフトウェア、および言語パックを管理するための具体的な手順については、次の
ガイドを参照してください（HPE Information Library で入手可能）。
•

Smart Update Manager 8.1.0 ユーザーガイド

•

HPE iLO 5 ユーザーガイド

•

Intelligent Provisioning ユーザーガイド（HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy 向け）

•

HPE iLO 5 スクリプティング/コマンドラインガイド

ファームウェアの更新
ファームウェアの更新では、新機能、改良、およびセキュリティ更新によりサーバーと iLO 機能が向上しま
す。
オンライン方式またはオフライン方式によりファームウェアを更新することができます。

オンラインでのファームウェアアップデート
オンライン方式を使用してファームウェアを更新する場合、サーバーオペレーティングシステムをシャットダ
ウンせずに更新を実行できます。オンラインでのファームウェアアップデートは、インバンドまたはアウトオ
ブバンドで実行できます。
インバンド
ファームウェアは、サーバーホストオペレーティングシステムから iLO に送信されます。
インバンドのファームウェアアップデートには iLO 5 チャネルインターフェイスドライバーが必要です。
iLO が本番環境セキュリティ状態に設定されている場合、ホストベースのファームウェアアップデートで
は、ユーザー認証情報または特権が確認されません。ホストベースのユーティリティでは、ルート（Linux
および VMware）または管理者（Windows）ログインが必要です。
iLO が、高度なセキュリティ、FIPS、または CNSA のセキュリティ状態を使用するように構成されている
場合、ユーザー認証情報が必要になります。
iLO 5 1.20 以降と共に HPONCFG バージョン 5.2.0 以降を使用する場合に必要なユーザーの権限を持っ
ていないと、エラーメッセージが表示されます。
オンラインによるインバンドのファームウェアアップデート方法の例として、iLO オンライン ROM フラ
ッシュコンポーネントや HPONCFG があります。

ファームウェア、OS ソフトウェア、および言語パックの管理
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アウトオブバンド
ファームウェアは、ネットワーク接続経由で iLO に送信されます。iLO 設定の構成特権を持つユーザーは、
アウトオブバンド方式を使用してファームウェアを更新できます。iLO セキュリティを無効にするように
システムメンテナンススイッチが設定されている場合、すべてのユーザーは、アウトオブバンド方式でフ
ァームウェアを更新できます。
オンラインでのアウトオブバンドのファームウェアアップデート方法の例として、iLO Web インターフェ
イス、HPQLOCFG、HPLOMIG、iLO RESTful API、LOCFG.PL および SMASH CLP があります。

オンラインでのファームウェアアップデート方法
インバンドのファームウェアアップデート
•

オンライン ROM フラッシュコンポーネント - サーバーの稼動中に実行可能ファイルを使用してファ
ームウェアを更新します。実行可能ファイルには、インストーラーとファームウェアパッケージが含
まれています。
Web サイト http://www.hpe.com/support/ilo5 で、iLO およびサーバーファームウェア向けオンライ
ン ROM フラッシュコンポーネントをダウンロードすることができます。
このオプションは、iLO が製品セキュリティ状態を使用して構成されている場合にサポートされます。

•

HPONCFG - このユーティリティを使用し、XML スクリプトを使用してファームウェアを更新します。
iLO またはサーバーのファームウェアイメージと Update_Firmware.xml サンプルスクリプトをダ
ウンロードします。セットアップの詳細でサンプルスクリプトを編集し、スクリプトを実行します。
サンプルスクリプトは http://www.hpe.com/support/ilo5 から入手できます。スクリプティングにつ
いて詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合は、Linux 用 HPONCFG のみが
サポートされます。

アウトオブバンドのファームウェアアップデート
•

iLO Web インターフェイス - iLO Web インターフェイスを使用してサポートされるファームウェア
ファイルをダウンロードし、インストールします。単一のサーバーまたは iLO 連携グループのファー
ムウェアを更新できます。

•

iLO RESTful API - iLO RESTful API および RESTful インタフェースツールなどの REST クライアン
トを使用して、ファームウェアを更新します。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs を参照してください。

•

HPQLOCFG - このユーティリティを使用し、XML スクリプトを使用してファームウェアを更新しま
す。iLO またはサーバーのファームウェアイメージと Update_Firmware.xml サンプルスクリプト
をダウンロードします。セットアップの詳細でサンプルスクリプトを編集し、スクリプトを実行しま
す。
サンプルスクリプトは http://www.hpe.com/support/ilo5 から入手できます。スクリプティングにつ
いて詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。
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•

HPLOMIG（ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートとも呼ぶ） - HPLOMIG のファーム
ウェアアップデート機能を使用するためにディレクトリ統合を使用する必要はありません。
HPLOMIG を使用すると、複数の iLO プロセッサーを検出し、そのファームウェアを一度に更新するこ
とができます。

•

SMASH CLP - SSH ポートを通じて SMASH CLP にアクセスし、標準のコマンドを使用してファーム
ウェア情報を表示し、ファームウェアを更新します。

オンラインでのファームウェアアップデート方法

SMASH CLP について詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

オフラインでのファームウェアの更新
ファームウェアの更新にオフラインの方法を使用する場合は、オフラインユーティリティを使用してサーバー
を再起動する必要があります。
オフラインでのファームウェアの更新方法の例として、SPP、SUM、Scripting Toolkit for Windows、および
Scripting Toolkit for Linux があります。

オフラインでのファームウェア更新方法
以下のオフラインファームウェア更新方法を使用できます。
SPP
SPP を使用して、ファームウェアをインストールします。詳しくは、次の Web サイトを参照してくださ
い。http://www.hpe.com/info/spp/documentation
SUM
SUM は、サポートされるサーバーおよびその他のノードのファームウェア、ドライバー、およびソフト
ウェアメンテナンスのためのツールです。
iLO と一緒に SUM を使用して、iLO レポジトリにアクセスし、インストールセットとインストールキュー
を管理できます。
Scripting Toolkit
Scripting Toolkit を使用して、サーバー内で複数の設定を構成したり、ファームウェアを更新したりしま
す。この方法は、複数のサーバーを展開する場合に便利です。手順については、Windows または Linux 用
の Scripting Toolkit ユーザーガイドを参照してください。

オフラインでのファームウェアの更新
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オペレーティングシステムのセキュリティのプ
ロビジョニング
Intelligent Provisioning、UEFI、およびサーバーブートのセキュ
リティ
HPE Gen10 システムでは、さまざまな方法でオペレーティングシステムを安全に構成、展開、および起動す
ることができます。
オペレーティングシステムの展開に使用できる方法
管理者は、次の方法で、HPE Gen10 ProLiant サーバー用のオペレーティングシステムを展開することができ
ます。
•

Intelligent Provisioning には広範囲にわたるセキュリティ設定があり、サーバーにオペレーティングシステ
ムを展開するためのオプションが含まれています。
Intelligent Provisioning を使用してオペレーティングシステムをインストールするための詳細な手順につ
いては、HPE Information Library（http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs）にある
Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10 Servers and HPE Synergy を参照してくださ
い。

•

ネットワークインストールイメージへの PXE を使用した（UEFI 設定で設定）セキュアブート。
PXE 設定について詳しくは、HPE Information Library（http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs）
にある UEFI System Utilities User Guide for HPE ProLiant Gen10 Servers and HPE Synergy または UEFI
Deployment Guide for HPE ProLiant Gen10 Servers and HPE Synergy を参照してください。
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ライフサイクルのセキュリティ
更新とパッチ
更新とパッチは、ハードウェアの耐用期間を通して Gen10 ProLiant サーバーで利用できるため、HPE はサー
バーファームウェアの信頼性とセキュリティを継続的に向上させることができます。

安全な運用廃止
完全消去の使用
インテリジェントプロビジョニングは、DoD 5220.22-M のガイドラインに従って、内蔵システムストレージ
およびハードディスク用のセキュア消去機能を備えています。完全消去は、ランダムパターンを 3 パスプロセ
スで適用することで、システムに接続されているすべてのブロックデバイスを上書きします。これらのブロッ
クデバイスには、ハードディスク、サーバーに接続されているストレージシステム、iLO が使用している内蔵
ストレージが含まれます。 システムに取り付けられたストレージの量によっては、完全消去プロセスが完了
するまでに数時間、あるいは数日かかることがあります。
注意:
•

完全消去は、システムが停止しているときのみ、細心の注意を払って使用してください。完全消去プ
ロセスは iLO をリセットしてそこに保存されているすべてのライセンスを削除し、ほとんどの場合に
BIOS 設定をリセットし、システムに保存されているすべての AHS データおよび保証データを削除
します。完全消去プロセスは、あらゆる展開設定プロファイルも削除します。iLO は、このプロセス
が完了した後に、複数回再起動します。

•

FCoE、iSCSI、外部 SAS、ファイバーチャネルストレージは、完全消去を使用する前に切断しない
と、これらも消去されてしまいます。

サーバーデータの安全な消去
次の 2 つのどちらかの方法で Intelligent Provisioning にアクセスします。
•

サーバーの POST 実行中に F10 を押します

•

iLO 5 で、Intelligent Provisioning をクリックして、Always On をクリックします

手順
1. メンテナンスの実行をクリックします。
2. システムの消去およびリセットをクリックします。
3. 消去するデバイスを選択します。
4. 送信をクリックします。
注記:
ハードディスクドライブの安全な消去には数時間かかる場合があり、大型ドライブでは数日かかる場合が
あります。これは、この完全消去手順で予想される動作です。DoD 5220.22-M Date Wipe のガイドライン
を使用して消去します。NAND の消去には iLO ライセンスが必要です。

ライフサイクルのセキュリティ
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システムの消去およびリセットのオプション
次の表には、システムの消去およびリセットメニューのオプションと、各オプションを選択して実行される内
容の説明が記載されています。
オプション

説明

すべてのハードドライブ

このサーバー上のすべてのハードドライブを消去します。

ハードドライブのワイプ

すべてのハードドライブが選択されている場合に表示されます。
データパターンをすべてセクターに書き込みます。これには、ハードド
ライブ 1 台あたり数時間かかります。

不揮発性ストレージの完全消去 1

すべてのユーザーおよびサービスとサポートの完全ハードウェア消去が
実行されます。これは最大 24 時間かかる場合があり、完了するまで中断
できません。
重要:
不揮発ストレージの完全消去機能を GUI で表示して正常に機能さ
せるためには、iLO Advanced Secure ライセンスが必要です。詳
しくは、HPE iLO Licensing Guide を参照してください。

Intelligent Provisioning 環境設定

Intelligent Provisioning 環境設定をクリアします。

1 DoD 5220.22-M Data Wipe のガイドラインを使用して消去します。

iLO バックアップとリストア
バックアップとリストア機能を使用すると、バックアップ元のシステムと同じハードウェア構成を持つシステ
ムに iLO 構成をリストアできます。この機能は、構成を複製して別の iLO システムに適用するものではあり
ません。
一般に、iLO のリストア操作をユーザーが実行する必要があることは予期されていません。ただし、構成のバ
ックアップを取っておくことで、通常の動作環境に容易にすばやく戻ることができる場合があります。
あらゆるコンピューターシステムと同様に、データをバックアップして障害の影響を最小限に抑えることをお
勧めします。Hewlett Packard Enterprise は、iLO ファームウェアを更新するたびにバックアップを実行する
ことをお勧めします。
次のような状況では iLO 構成のリストアが必要になる場合があります。
バッテリの障害または取り外し
さまざまな構成パラメーターがバッテリ駆動の SRAM に保存されています。まれですが、バッテリ障害
が発生する場合があります。状況によっては、バッテリの取り外しと交換が必要になる場合があります。
構成情報の消失を避けるために、バッテリの交換後にバックアップファイルから iLO 構成をリストアしま
す。
デフォルト設定へのリセット
場合によっては、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットし、iLO 以外の設定を消去することが必
要になることがあります。iLO を工場出荷時の設定にリセットすると、iLO の構成は消去されます。iLO
構成をすばやく復旧するには、工場出荷時のデフォルト設定へのリセットが完了した後、バックアップフ
ァイルから構成をリストアします。
構成の偶発的または不適切な変更
場合によって、iLO 構成が不適切に変更され、重要な設定が消失することがあります。iLO を工場出荷時
のデフォルト設定に設定したり、ユーザーアカウントを削除したりした場合にこのような状況が発生する
ことがあります。元の構成を回復するには、バックアップファイルから構成をリストアします。

154

システムの消去およびリセットのオプション

システムボードの取り付け
ハードウェアの問題に対処するためにシステムボードの交換が必要な場合、この機能を使用して iLO 構成
を元のシステムボードから新しいシステムボードに転送できます。
失われたライセンスキー
ライセンスキーが誤って置き換えられた、または iLO を工場出荷時のデフォルトの設定にリセットした場
合に、インストールするキーがわからないときは、ライセンスキーと他の構成設定をバックアップファイ
ルからリストアできます。

ライフサイクルのセキュリティ
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HPE OneView 4.0 for VM のセキュリティ
セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス
次のテーブルには、物理環境と仮想環境両方に対して Hewlett Packard Enterprise が推奨するセキュリティの
ベストプラクティスの一部が記されています。セキュリティに関するベストプラクティスは、お客様やその特
定または固有の要件によって異なります。1 つのベストプラクティスのセットがすべてのお客様に該当する
わけではありません。
項目

ベストプラクティス

アクセス権
•

アプライアンスへのアクセスを制御します
◦

HPE サービスのアクセスを許可します

◦

インストール技術者がコンソールにアクセスできないように、ハードウェアのセッ
トアップ機能へのアクセスを無効にします

アカウント
•

ローカルアカウントの数を制限または無効化します。Microsoft Active Directory や
OpenLDAP などのエンタープライズディレクトリソリューションとアプライアンスを
統合します。パスワードの有効期限、複雑さ、履歴、およびローカルユーザーとグルー
プを無効にするためのエンタープライズディレクトリ機能を使用します

•

ローカルアカウントを使用する場合は、組み込み管理者アカウントを強化パスワードで
保護します。

•

組み込み管理者アカウントは使用しないでください。すべてのユーザーは、監査を容易
にするために、各自の認証情報を使用してログインする必要があります。

監査ログ
アプライアンス監査ログを定期的にダウンロードします。

表は続く
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項目

ベストプラクティス

証明書
•

信頼できる認証機関（CA）によって署名された証明書を使用します。
HPE OneView は証明書を使用して認証し、信頼関係を確立します。証明書を使用する
最も一般的な例が、Web ブラウザーから Web サーバーへの接続を確立するときです。
マシンレベルの認証は、SSL を使用して、HTTPS プロトコルの一部として実行されま
す。証明書は、通信チャネルの設定時にデバイスを認証する場合にも使用できます。
アプライアンスでは、自己署名証明書と CA 署名済みの証明書をサポートしています。
アプライアンスは最初、Web サーバー、および State Change Message Bus（SCMB）
の自己署名証明書で構成されています。
HPE OneView へのアクセスを保護するために使用される同じ CA 署名済みアプライア
ンス証明書は、SCMB サーバー証明書にも使用されます。クライアント証明書はデフォ
ルトで SCMB 用に使用できませんが、内部の HPE OneView CA または別の信頼済み
CA から生成できます。
Hewlett Packard Enterprise では、セキュリティニーズを調べ（つまり、リスク評価を
実行し）、信頼できる CA が署名した証明書の使用を検討することをお勧めします。
◦

企業の既存の CA を使用し、その信頼済みの証明書をインポートしてください。信
頼済みのルート CA 証明書は、HPE OneView と、HPE OneView が管理するハード
ウェアデバイスの両方に展開される必要があります。HPE OneView は、CA ベース
の証明書の検証を実行します。接続しているすべてのデバイスには、そのルート CA
によって信頼されている証明書が必要です。

◦

企業独自の認証機関がない場合は、商用 CA を使用することを検討してください。
信頼済みの証明書を提供するサードパーティ企業は多数あります。外部 CA を使用
して、特定のデバイスおよびシステム用に生成された証明書を取得し、これらの信
頼済みの証明書を、使用するコンポーネントにインポートする必要があります。

インフラストラクチャ管理者で証明書署名要求（CSR）を生成し、受信したらその証明
書をアプライアンス Web サーバーにアップロードできます。これにより、アプライア
ンスへの HTTPS 接続の完全性と信頼性を確保できます。証明書は SCMB 用にもアッ
プロードできます。
認証機関の使用(194 ページ)を参照してください。

表は続く
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項目

ベストプラクティス

ネットワーク
•

Hewlett Packard Enterprise では、プライベート管理 LAN を作成し、仮想 LAN または
ファイアウォール技術（またはその両方）を使用して本番環境 LAN とは別にしておく
こと（air-gapped として知られる）を推奨します。
◦

管理 LAN
認定された担当者にだけは、管理 LAN へのアクセスを許可します。たとえば、イン
フラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者およびサーバー管理者。

◦

本番環境 LAN
管理対象デバイスのすべての NIC を実務 LAN に接続します。

•

管理システム（コンポーザー、iLO など）をインターネットに直接接続しないようにし
ます。
インバウンドのインターネットアクセスが必要な場合は、ファイアウォールによる保護
を提供する、企業の仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してください。アウ
トバウンドのインターネットアクセス（たとえば、リモートサポート用）には、セキュ
アな Web プロキシを使用してください。Web プロキシ設定について詳しくは、オンラ
インヘルプの「リモートサポート登録の準備」もしくは「プロキシ設定の構成」を参照
してください。

パスワード
•

Hewlett Packard Enterprise では、Microsoft Active Directory や OpenLDAP などのエン
タープライズディレクトリと HPE OneView を統合し、メンテナンスコンソール以外の
HPE OneView のローカルアカウントを無効にすることをお勧めします。その後、エン
タープライズディレクトリはパスワードの有効期間、パスワードの複雑度、および最小
パスワードの長さなど、共通のパスワード管理ポリシーを適用できます。

•

アプライアンスのメンテナンスコンソールはローカル管理者アカウントを使用します。
Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスのメンテナンスコンソールアクセス
用のパスワードを設定することをお勧めします。

表は続く
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項目

ベストプラクティス

パーミッション パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユ
ーザーアクセスを制御するために使用されます。インフラストラクチャ管理者は、パーミ
ッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディレクトリグループに権限を付与
します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役割は、リソ
ースカテゴリにアクセスを付与します。パーミッションについて詳しくは、HPE OneView
のオンラインヘルプを参照してください。

Two-Factor 認
証

•

役割：HPE OneView は、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクション
を記述する一連の役割を定義します。ユーザーまたはディレクトリグループに割り当
てられている役割は、アプライアンスによって管理されるリソースのカテゴリで操作を
実行する権利を付与します。インフラストラクチャ管理者の役割は、最高度のアクセス
用に予約しておく必要があります。オンラインヘルプの「ユーザーの役割について」を
参照してください。

•

スコープ：スコープを定義し、1 人または複数のユーザーの管理ドメインを表すリソー
スのサブセットを割り当てます。パーミッションのスコープを指定すると、その役割に
よって付与される権限が、特定のリソースインスタンスにさらに制限されます。したが
って、異なる役割を持つユーザーのパーミッションでは、一般的な範囲を使用するのが
妥当です。

HPE OneView では Two-Factor 認証をサポートしています。セキュリティを強化するた
めに Two-Factor 認証を展開します。

アップデート
•

http://www.hpe.com/support/e-updates で HPE OneView 速報にサインアップ

•

定期的に環境内のすべてのコンポーネントのアップデートをインストールします。

•

認可ユーザーにアプライアンスコンソールへのアクセスを制限することで、認可された
担当者のみが、アプライアンスへの特権アクセスを付与することができる HPE サービ
スリクエストを開始できます。

•

環境で侵入検知システム（IDS）ソリューションを使用している場合、そのソリューシ
ョンが仮想スイッチでネットワークトラフィックを認識できるようにする。

管理対象環境

HPE OneView のセキュリティ機能について
HPE OneView は、専用の HPE Synergy Composer（管理ソフトウェアがハードウェアに組み込まれている）
で実行します。HPE OneView の構成は、出荷時そのままで保護が強化されています。

HPE OneView のセキュリティ機能について
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高レベルの概要

コンソールアクセス

セキュリティが強化されたアプライアンス(182 ページ)

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御(202 ペ
ージ)

•

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプ 証明書
ラクティス(156 ページ)

•

ブラウザー以外のクライアント(200 ページ)

ユーザーアクセスおよび認証
•

複雑なパスワードについて(160 ページ)

•

ディレクトリサービス認証について(160 ページ)

•

アプライアンスアクセスの認証(184 ページ)

•

許可されたユーザーのアクセスの制御(189 ページ)

•

ログインセッションの作成(184 ページ)

•

ユーザーアカウントと役割の指定(189 ページ)

•

認証情報の保護(191 ページ)

•

Two-Factor 認証(185 ページ)

•

ブラウザーからの証明書の管理(194 ページ)

•

証明書の管理(224 ページ)

詳細情報
•

アプライアンスをセキュリティで保護するためのアル
ゴリズム(204 ページ)

•

HPE OneView で必要なポート(201 ページ)

•

アプライアンスからダウンロードできるファイル
(209 ページ)

•

監査ログについて(192 ページ)

複雑なパスワードについて
管理者は、すべてのユーザーに複雑なパスワードの使用を求める Enforce complex password を使用できま
す。緊急ローカルログインが有効な場合、管理者には複雑なパスワードが必要です。オンラインヘルプの「複
雑なパスワードの有効化」を参照してください。
複雑なパスワード要件は、ユーザーが自分のパスワードを変更したりユーザーアカウントを作成したりすると
きに適用されます。
複雑なパスワードのルールは、HPE OneView で構成されているローカルユーザーにのみ適用されます。認証
ディレクトリサービスユーザーの場合、認証ディレクトリ構成によってパスワードの複雑性ルールが決定され
ます。

ディレクトリサービス認証について
外部エンタープライズディレクトリサービス（EDS）を使用すると、各ユーザーまたはユーザーグループを認
証し、シングルサインオン機能を提供できます。Two-Factor 認証を使用するには、エンタープライズディレ
クトリが必要です。グループ内の各ユーザーには、同じ役割（たとえば、インフラストラクチャ管理者）が割
り当てられます。エンタープライズディレクトリには、Active Directory や LDAP（Lightweight Directory
Access Protocol）を使用する企業ディレクトリなどがあります。Two-Factor 認証を行うには Active Directory
が必要です。
ディレクトリサービスを構成すると、グループ内のユーザーはアプライアンスにログインできるようになりま
す（または Two-Factor 認証が有効な場合は、スマートカードと PIN を使用できるようになります）。

ユーザー名とパスワードを使用してログインする場合は、ログインウィンドウで以下の操作を行います。
•
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ユーザー名を入力します（通常は共通名属性（CN））。

複雑なパスワードについて

ユーザー名の形式は、ディレクトリの種類によって異なります。
•

パスワードを入力します。

•

エンタープライズディレクトリサービスを選択します。

スマートカードを使用して認証する場合は、以下の操作を行います。
•

スマートカードリーダーにスマートカードを挿入します。

•

ブラウザーから求められたら、証明書を選択します。

•

PIN を入力します。

セッションコントロールで、
（ ）前にエンタープライズディレクトリサービスが付いた名前でユーザーを識
別します。以下に例を示します。
CorpDir\pat
重要:
ローカルユーザーとは違い、ユーザーが認証ディレクトリから削除された場合、そのユーザーのアクテ
ィブセッションはユーザーがログアウトするまでアクティブのままです。
ある認証ディレクトリグループのグループ役割割り当て（削除を含む）に変更があったときにそのグル
ープのユーザーがログインしていると、現在のアクティブセッションはそのユーザーがログアウトする
まで影響を受けません。ローカルユーザーのセッションは、このような変更が行われたときに終了しま
す。
ユーザーの認証
エンタープライズディレクトリサービスをアプライアンスに追加するときに、位置の条件を指定してアプライ
アンスがグループを見つけられるようにします。
Two-Factor 認証が有効になっている場合は、スマートカードのセキュリティ証明書を検証するときに、アプ
ライアンスが認証ディレクトリへのアクセスに使用するサービスアカウントを作成します。
ディレクトリサーバーの追加
エンタープライズディレクトリサービスを複製して高可用性またはディザスタトレラントを実現する場合は、
複製したディレクトリサービスを別のディレクトリサービスとして追加します。
ディレクトリサーバーを追加および構成した後で、デフォルトのディレクトリサービスとして指定できます。
証明書が信頼されていない別のサーバーに新しいディレクトリを追加すると、ルート CA を信頼するためのプ
ロンプトが生成されます。アップグレードされたディレクトリ構成に証明書チェーンがない場合や、ルート
CA がインポートされた場合は、アラートが生成されます。インポートしたルート CA 証明書のタイプが
X509 v1 証明書の場合は、自己署名証明書として扱われ、CRL がアップロードされると、その証明書が CA 証
明書として扱われます。
エンタープライズディレクトリサービスとサーバーの追加後
以下の設定が可能です。
グループを追加する。これはすでにディレクトリサービスで定義されているので、そのすべてのメンバーがア
プライアンスにログインできます。
ローカルログインのみを許可する。これはデフォルトの設定です。
ローカルログインと、ディレクトリサービスで認証されたユーザーアカウントのログインの両方を許可する。
ローカルログインを無効にする。これにより、ディレクトリサービスによって認証されたアカウントを持つユ
ーザーのみがログインできるようになります。ローカルアカウントはログインできません。

HPE OneView 4.0 for VM のセキュリティ
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Microsoft Active Directory ディレクトリサービスを構成する際の留意事項
•

以下は Active Directory 属性と LDAP プロパティのマッピングです。
LDAP プロパティ

Active Directory 属性

cn

Common-Name

uid

UID

userPrincipalName

User-Principal-Name

sAMAccountName

SAM-Account-Name

user name に@文字（UPN を示す）も\文字（domain\login を示す）も含まれない場合、これらのログイ
ンは次の順序で試行されます。
1. user name は sAMAccountName として扱われ、directory-name がその前に付加されます（directoryname\user-name）。
2. user name は UID として扱われます。
3. user name は CN として扱われます。
•

ユーザーオブジェクトが Active Directory ユーザーとコンピューター Microsoft 管理コンソールで作成さ
れる場合、名前はデフォルトで次のように設定されます。
対応する属性とともにここに表示されている、ユーザーの名前の次のコンポーネントを指定してください。
ユーザー名コンポーネント

属性

名

givenName

イニシャル

initial

姓

sn

Full Name というラベルのフィールドは、デフォルトでこの形式に設定され、この文字列は、cn 属性（共
通名）に割り当てられます。
givenName.initials.givenName.initial.sn
新しいオブジェクト - ユーザーダイアログボックスでは、ユーザーログオン名も指定する必要があります。
これは、DNS ドメイン名と組み合わされて userPrincipalName になります。userPrincipalName
は、ユーザーがログインに使用できる代替の名前です。次の形式で指定します。
LogonName@DNSDomain
以下に例を示します。
JoeUser@exampledomain.example.com
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•

最後に、ユーザーログオン名を入力するとき、最初の 20 文字はユーザーログオン名（Windows 2000 よ
り前）フィールドに自動的に入力され、"sAMAccountName"属性になります。

•

組み込み Active Directory ユーザーアカウントの CN ログイン（Administrator など）は受け付けられま
せん。他のログインフォーマットは、それぞれの属性（sAMAccountName、userPrincipalName、UID）が
正しく設定されている場合は、許容可能です。

緊急ローカルログインについて
ディレクトリサービスを使用するように構成する場合、管理者はセキュリティを強化するためにローカルログ
インを無効にすることを選択できます。ディレクトリサービスが使用できない場合、ユーザーはアプライアン
スにログインできません。こうした状況において、ご使用のセキュリティポリシーおよび HPE OneView 構
成で許可されている場合、緊急ローカルログインオプションによって管理者はアプライアンスにログインでき
ます。
緊急ローカルログインを有効にするには、オンラインヘルプの「緊急ローカルログインの有効化」を参照して
ください。
注記:
HPE OneView 4.0 バージョンにアップグレードするときにローカルログインが無効な場合、緊急ローカルロ
グインは自動的に有効になります。
デフォルトでは、緊急ローカルログインはアプライアンスコンソールに制限されますが、Web ベースのログ
インを許可するように構成することができます。
セキュリティ目的で緊急ローカルログインを有効にする場合、管理者アカウントに複雑なパスワードが必要で
す。Enforce complex passwords を有効にすることで、管理者アカウントを含むすべてのローカルアカウン
トが強力なパスワードを持つようにすることができます。パスワードの複雑性は、アカウントパスワードを次
回変更するときに適用されます。
Hewlett Packard Enterprise は、緊急ローカルログインを有効にした直後に管理者パスワードを変更すること
をお勧めします。複雑なパスワードについて(160 ページ)を参照してください。

パーミッションについて
パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーのアクセスを
制御するために使用されます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。パーミッシ
ョンの役割は、リソースカテゴリにユーザーアクセスを付与します。たとえば、サーバー管理者の役割は、読
み取り、作成、削除、更新、および使用の権限をサーバーハードウェアカテゴリに付与します。パーミッショ
ンのスコープを指定するとさらに、その役割によって付与される権限が、リソースカテゴリ内のインスタンス
のサブセットに制限されます。たとえば、スコープを使用すると、サーバー管理者の役割が付与するサーバー
ハードウェア権限をテストスコープ内のサーバーのみに制限できます。
ユーザーまたはグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。ユーザーまたはグループ
に割り当てられたパーミッションを管理するには、画面を使用します。ユーザーまたはグループに割り当てら
れたパーミッションの管理については、オンラインヘルプの「ユーザーとグループ」を参照してください。
ブラウザーからアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。ログイン時に、セッ
ションは、インフラストラクチャ管理者によって割り当てられたすべてのパーミッションをユーザーに付与し
ます。
複数のパーミッションを付与されたユーザーは、特定のパーミッションを無効にできます。低いパーミッショ
ンを使用して操作しているユーザーは、選択したパーミッションについて承認されたアクションのみを実行で
きます。
セキュリティに関するベストプラクティスは、最小特権モードでの操作をユーザーに許可することです。これ
によって、ユーザーは意図しない変更を行うリスクを軽減できます。

緊急ローカルログインについて
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セッションのパーミッションを有効または無効にするには、パーミッションの変更ダイアログを使用します。
パーミッションの変更ダイアログについては、オンラインヘルプを参照してください。

スコープについて
スコープは、操作またはアクションの範囲の制限に使用できるリソースのグループを意味します。たとえば、
以下に基づいてスコープを作成できます。
•

組織または部門（マーケティング、研究開発、財務）

•

使用環境（本番環境、開発、テスト）

•

技術（Linux、Windows）
たとえば、Linux を実行しているすべてのサーバーがあるスコープを使用して監視され、MS Windows を
実行しているすべてのサーバーが別のスコープを使用して監視されるように、データセンターを構成でき
ます。Windows 技術者は Windows を実行しているサーバー上の問題の通知を受信し、Linux 技術者は
Linux を実行しているサーバー上の問題の通知を受信するように、メール通知を構成できます。

スコープが定義され、リソースがスコープに割り当てられると、次の操作が可能になります。
•

ユーザーインターフェイス（UI）で表示されるリソースをスコープに割り当てられているものに制限しま
す。

•

スコープ内のリソースにのみアクセスを許可するようにユーザーパーミッションを制限します。

•

以前に定義されたスコープに基づいて、フィルター処理されたメール通知をアラート用に構成します。

スコープが有効なリソースのカテゴリ(181 ページ)でスコープに追加可能なリソースのカテゴリを示します。
一部のリソースのカテゴリはスコープに追加できません。

証明書の信頼について
iLO やリモートサーバーなどの管理対象デバイスを追加する場合に、その管理対象デバイスまたはリモートサ
ーバーに SSL 証明書が関連付けられていると、その SSL 証明書が取得されてダイアログボックスに表示され
ます。取得された証明書の詳細を確認し、証明書を信頼してください。証明書を信頼すると、その証明書がア
プライアンスのトラストストアに追加されます。HPE OneView から管理対象デバイス/リモートサーバーへ
のすべての通信では、この信頼済みの証明書が利用されます。REST API から同じ機能を利用できます。
証明書を確認するには、オンラインヘルプの証明書の管理画面を参照してください。
HPE では、自己署名証明書を商用の署名済み CA 証明書に置き換えることをお勧めします。

ユーザーアカウントについて
認証
HPE OneView は、ローカル認証およびディレクトリベース認証の両方をサポートします。ローカル認証で
は、認証ディレクトリはアプライアンス上でローカルにホストされます。ディレクトリベース認証では、外部
のディレクトリサービスがアクセスの認証に使用されます。
デフォルトでは、HPE OneView は、「管理者」という名前の単一のローカルユーザーアカウントで構成され
ます。「管理者」は、HPE OneView での初回セットアップの実行を割り当てられた人で、完全な権限を持っ
ています。このローカル管理者アカウントのデフォルトのパスワードは admin です。初回ログイン時に、こ
のパスワードを変更する必要があります。アプライアンスの管理者ログインには、初回のログイン後に、自動
的にフルアクセス（インフラストラクチャ管理者）権限が割り当てられます。
個々のローカルログインアカウントを維持する代わりに、外部認証ディレクトリサービス（エンタープライズ
ディレクトリまたは認証ログインドメインとも呼ばれる）を使用してユーザーグループのパーミッションを付
与できます。グループ内の各ユーザーには、同じパーミッションが割り当てられます。認証ディレクトリサー

164

スコープについて

ビスには、LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）を使用する企業ディレクトリなどがあります。ア
プライアンスを Microsoft Active Directory や OpenLDAP などのエンタープライズディレクトリソリューショ
ンと統合して、ローカルアカウントの数を制限することを検討してください。
認可
役割
HPE OneView は、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクションを記述する一連の役割を定義
します。役割がユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている場合、その役割は、アプライアン
スによって管理されるリソースのカテゴリに対してアクションを実行する権限を付与します。
スコープ
スコープは、ユーザー定義の一連のリソースです。リソースは、複数のスコープに所属できます。
許可
パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーアクセスを制
御するために使用されます。インフラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユ
ーザーおよびディレクトリグループに権限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで
構成されます。役割は、リソースカテゴリにアクセスを付与します。スコープはさらに、その役割によって付
与される権限を、リソースカテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限します。パーミッションがスコープ
によって制限されない場合、役割によって付与される権限は、アプライアンスによって管理されるすべてのリ
ソースに適用されます。ユーザーとグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。
注記:
ユーザーのログオン中にインフラストラクチャ管理者がパーミッションを変更した場合、次のようになりま
す。
•

ローカルユーザーはログアウトされます。パーミッションの変更は、次回ユーザーがログインしたときに
反映されます。

•

エンタープライズディレクトリユーザーは、ログアウトするまで古い許可での操作を続行できます。パー
ミッションの変更は、次回ユーザーがログインしたときに反映されます。

するか、することができます。どちらのユーザーの場合も、ユーザーのログイン情報を、アプライアンスでロ
ーカルにホストされている認証ディレクトリと比較することにより、認証情報が確認されます。
するか、することができます。これらの各ユーザーについて、ユーザーログイン情報とエンタープライズディ
レクトリを比較することで、認証が確認されます。
デフォルトではダッシュボードには、割り当てられたユーザー役割に関連付けられている最も関連性の高いリ
ソースのステータスが表示されます。ネットワークおよびストレージの役割など、複数の役割が割り当てられ
ている場合は、ダッシュボードに、各役割でダッシュボードに表示されるリソースの組み合わせが表示されま
す。HPE OneView は、ユーザーがリソースカテゴリに対して実行できるアクションを記述する一連の役割を
定義します。役割がユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている場合、その役割は、アプライ
アンスによって管理されるリソースのカテゴリに対してアクションを実行する権限を付与します。

ユーザーの役割について
ユーザーの役割を使用すると、ユーザーの職責に基づいて、アクセス権および権限をユーザーに割り当てるこ
とができます。すべての権限をユーザーに割り当てることもできれば、アプライアンスによって管理するリソ
ースを表示、作成、編集、または削除するアクセス権の一部を割り当てることもできます。

ユーザーの役割について
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表 1: ユーザーの役割の権限
役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限

フル

インフラストラク
チャ管理者

UI または REST API 経由のアプライアンス管理など、アプライアン
スによって管理または監視されるリソースを表示、作成、編集、ま
たは削除します。
インフラストラクチャ管理者は、アクティビティ、通知、およびロ
グの形でアプライアンスによって提供される情報を管理することも
できます。
インフラストラクチャ管理者だけが、バックアップファイルからア
プライアンスを復元できます。

読み取り専用

読み取り専用

管理または監視対象のリソース情報を表示します。
リソースを追加、作成、編集、削除することはできません。

専門

バックアップ管理
者

バックアップファイルを作成およびダウンロードし、アプライアン
スの設定およびアクティビティを表示します。
スクリプトを使用してアプライアンスにログインし、スクリプトを
実行してアプライアンスをバックアップする権限があります。
バックアップファイルからアプライアンスを復元することはできま
せん。
注記:
この役割は、REST API を使用してアプライアンスにログインし、
バックアップの作成およびダウンロードを実行するスクリプトを対
象としています。この役割を使用すると、バックアップ操作のため
にインフラストラクチャ管理者の認証情報を開示しなくても済みま
す。
HPE では、この役割を持つユーザーが HPE OneView のユーザーイ
ンターフェイスを使用して対話型のログインセッションを始めるこ
とはお勧めしません。

ネットワーク管理
者

ネットワーク、ネットワークセット、接続、インターコネクト、ア
ップリンクセット、およびファームウェアバンドルを表示、作成、
編集、または削除します。
関連するアクティビティ、ログ、および通知を表示します。
ユーザーアカウントは管理できません。
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役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限

サーバー管理者

サーバープロファイルとテンプレート、ネットワークセット、エン
クロージャー、およびファームウェアバンドルを表示、作成、編集、
または削除します。
物理サーバーにアクセスします。
接続、ネットワーク、ラック、電源、および関連するアクティビテ
ィ、ログ、通知を表示します。
ボリュームを追加しますが、ストレージプールまたはストレージシ
ステムは追加できません。
ユーザーアカウントは管理できません。

サーバーファーム
ウェアオペレータ
ー

管理または監視対象のリソース情報を表示します。
物理サーバーにアクセスします。
物理サーバーを編集しますが、作成や削除は行いません。
サーバープロファイルで、サーバーハードウェア、ファームウェア
のベースライン、ファームウェアの設置方法、およびアクティブ化
のスケジュール値を編集します。

サーバープロファ
イル設計者

サーバープロファイル、サーバープロファイルテンプレート、スト
レージボリューム、ラベル、ネットワークセットを作成および管理
します。
ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、サ
ーバーハードウェア、ストレージプール、およびストレージボリュ
ームテンプレートを使用します。

サーバープロファ
イル管理者

サーバープロファイル、ストレージボリューム、ラベル、ネットワ
ークセットを作成および管理します。
ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、サ
ーバーハードウェア、サーバープロファイルテンプレート、ストレ
ージプール、およびストレージボリュームテンプレートを使用しま
す。

サーバープロファ
イルオペレーター

ラベルを作成、削除、および更新します。
サーバーハードウェアとサーバープロファイルの更新
ネットワーク、ネットワークセット、エンクロージャー、ファーム
ウェアドライバー、サーバーハードウェア、サーバープロファイル、
ストレージプール、およびストレージボリュームテンプレートを使
用します。

スコープ管理者

スコープを作成および削除します。
スコープを更新し、スコープリソースを追加および削除します。
スコープ以外のリソースは変更できません。
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役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限

スコープオペレー
ター

スコープを更新し、スコープリソースを追加および削除します。
スコープ以外のリソースは変更できません。
スコープの作成または削除はできません。

ストレージ管理者

ストレージシステムを表示、追加、編集、または削除します。
ストレージプールを表示、追加、または削除します。
ボリュームを表示、作成、編集、追加、または削除します。
ボリュームテンプレートを表示、作成、編集、または削除します。
SAN Manager を表示、追加、または編集します。
SAN を表示または編集します。

ソフトウェア管理
者

プランスクリプト、ビルドプラン、展開プランのようなイメージス
トリーマーアーティファクトを作成および変更します。
展開のためのゴールデンイメージを割り当てます。
Web サーバーからのキャプチャーを実行します。
アーティファクトバンドルに関連するすべてのアクションを実行し
ます。
アプライアンス再起動、シャットダウン、ファームウェアのアップ
デート、バックアップ、復元、スタンバイのアクティブ化などのア
クティビティを実行できます。

ハードウェアセットアップ

データセンターのサポート技術者による認証情報なしでのログイ
ン。技術者は、このログインを利用して、HPE Synergy ハードウェ
アのケーブル接続を確認し、ハードウェアの初期セットアップに関
わるアラートを修正できます。
HPE Synergy ハードウェアを設置し、ケーブル接続を確認し、HP
OneView を使用して最低限の動作を確認します。

ユーザーの役割の操作特権
次のテーブルに、それぞれのユーザーの役割に関連付けられたユーザーアクション特権のリストを示します。
Use 特権は、ユーザーが所有していても変更は許可されていないオブジェクトにオブジェクトを関連付けるこ
とができる特殊な権限です。たとえば、Logical Interconnect Groups で、サーバー管理者の役割が割り当てら
れたユーザーは、論理インターコネクトグループを定義することは許可されていませんが、エンクロージャー
を追加するときにそのグループを使用することはできます。
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表 2: ユーザーの役割の操作特権
ユーザーの役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

アクティビティ

CRUD

CRU

CRU

R

CRU

CRU

アラート

RUD

RUD

RUD

—

RUD

RUD

アプライアンス

CRUD

R

R

R

R

R

アーティファクト
バンドル

CRUD

R

R

CRUD

R

CRUD

監査ログ

CR

R

R

—

R

—

バックアップ

CRUD

R

R

CRD

R

R

証明書

CRUD

—

—

—

—

—

コミュニティ文字
列

RU

R

CRU

—

R

R

接続

CRUD

R

CR

R

R

R

接続テンプレート

CRUD、 R、Use
Use

CRUD

R

R

R

コンソールユーザ
ー

CRUD

—

—

—

—

—

データセンター

CRUD

CRUD

R

R

R

R

デバッグログ

CRUD

CRU

CRU

—

R

CRU

展開済みターゲッ
ト

CRUD

CRUD

R

R

R

R

展開クラスター

CRUD

R

R

R

R

R

展開グループ

CRUD

R

R

R

R

R

展開マネージャー

CRUD

R

R

R

R

R

デバイスベイ

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ドメイン

CRUD

R

CRU

R

R

R

表は続く
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IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

ドライブエンクロ
ージャー

CRUD

CRUD、Use

R、Use

エンクロージャー

CRUD

CRUD

エンクロージャー
グループ

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

R

R

R

R

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

イーサーネットネ
ットワーク

CRUD

R

CRUD

R

R

R

イベント

CRU

CRU

CRU

—

R

CRU

ファブリック

CRUD

R

CRUD

R

R

R

FC エイリアス

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC デバイスマネー
ジャー

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC エンドポイント

R

R

R

R

R

R

FC ネットワーク

CRUD

R

CRUD

R

R

R

FCOE ネットワー
ク

CRUD、 R
Use

CRUD、Use

R

R

R

FC ポート

R

R

R

R

R

R

FC プロバイダー

R

R

R

R

R

R

FC SAN

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC SAN サービス

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC スイッチ

R

R

R

R

R

R

FC タスク

R

R

R

R

R

R

FC ゾーン

CRUD

R

R

R

CRUD

R

ファームウェアド
ライバー

CRUD

CRUD

CRUD

R

R

R

グローバル設定

CRUD

CRUD

CRUD

R

CRUD

CRUD

表は続く
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ユーザーの役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

ゴールドイメージ

CRUD

R

R

R

R

CRUD

ゴールデンボリュ
ーム

CRUD

R

R

R

R

CRUD

grouptorole マッピ CRUD
ング

—

—

—

R

—

ハードウェアセッ
トアップ

CRUD

—

—

—

—

—

ホスト

CRUD

R

R

R

R

—

ホストクラスター

CRUD

R

R

R

R

—

i3S メンテナンスサ CRUD
ービス

R

R

R

R

R

i3S ボリュームサー CRUD
ビス

CRUD

R

R

R

CRUD

ID 範囲 IPv4

CRUD

RU

CRUD

R

R

R

ID 範囲 IPv4 サブネ CRUD
ット

RU

CRUD

R

R

R

CRUD

R

CRU

R

R

R

CRUD

CRU

R

R

R

R

ID 範囲の VWWN
（World Wide
Name）

CRUD

R

CRU

R

R

R

インフラストラク
チャ VMS

CRUD

CRUD

R

R

R

R

統合ツール

CRUD

R

R

R

R

R

インターコネクト

CRUD

CR

CRUD

R

R

R

インターコネクト
タイプ

R、Use

R

CRUD

R

R

R

ID 範囲の VMAC
（MAC アドレス）
ID 範囲の VSN（シ
リアル番号）
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IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

ラベル

CRUD

CRUD

CRUD

R

CRUD

CRUD

ライセンス

CRUD

CR

R

R

R

R

論理ダウンリンク

R

R

R

R

R

R

論理エンクロージ
ャー

CRUD、 CRUD、Use
Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

論理インターコネ
クト

RU、Use R、Use

RU、Use

R

R

R

論理インターコネ
クトグループ

CRUD、 R、Use
Use

CRUD、Use

R

R

R

ログインドメイン

CRUD

—

—

—

R

R

ログインセッショ
ン

CRUD

RU

RU

RU

RU

—

管理対象 SAN

CRUD、 R
Use

R、Use

R

CRUD、Use

—

—

—

—

R

移行可能な VC ドメ CRUD、 —
イン
Use
ネットワーク

CRUD、 R、Use
Use

CRUD、Use

R

R

—

ネットワークセッ
ト

CRUD、 CRUD1
Use

CRUD

R

R

R

通知

CRUD

CRD

CRD

R

R

—

OE ビルドプラン

CRUD

R

R

R

R

CRUD

OE 展開プラン

CRUD

R

R

R

R

CRUD

組織

CRUD

—

—

—

R

—

OS ボリューム

CRUD

CRUD

R

R

R

R

プランスクリプト

CRUD

R

R

R

R

CRUD

ポート

RU、Use —

RU、Use

—

R

R
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IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

電源デバイス

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ラック

CRUD

CRUD

R

R

R

R

レポート

R

R

R

R

R

R

レポジトリマネー
ジャー

CRUD

CRUD

CRUD

R

R

R

復元

CRUD

—

—

—

—

—

役割

CRUD

—

—

—

—

—

SAN

CRUD、 R
Use

R

R

CRUD、Use

—

SAN Manager

CRUD、 R
Use

R

R

CRUD、Use

—

SAS インターコネ
クト

CRUD、 CRUD、Use
Use

CR、Use

R

R、Use

R、Use

SAS Logical
Interconnect
Groups

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

SAS 論理インター
コネクト

CRUD、 CRUD、Use
Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

スコープ

CRUD、 R
Use

R

R

R

R

サーバーハードウ
ェア

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

サーバーハードウ
ェアタイプ

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

サーバープロファ
イル

CRUD

R

R

R

R

サーバープロファ
イルテンプレート

CRUD、 CRUD、Use
Use

—

R

R

R

CRUD
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IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

ステートレスサー
バー

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ストレージプール

CRD

R

R

R

CRUD

R

ストレージシステ
ム

CRUD

R

R

R

CRUD

R

ストレージターゲ
ットポート

CRUD

R

R

R

CRUD

R

ストレージボリュ
ーム

CRUD

CRUD

R

R

CRUD

R

ストレージボリュ
ームアタッチメン
ト

CRUD

CRUD

R

R

CRUD

R

ストレージボリュ
ームテンプレート

CRUD

R

R

R

CRUD

R

サポート

CRUD、 R、Use
Use

R

R

R、Use

R、Use

スイッチ

CRUD、 RU
Use

CRUD

R

R

R

タスク

R

R

R

R

R

R

トラップ転送

RU

R

R

R

R

R

非管理デバイス

CRUD

CRUD

R

R

R

R

アップデート

R

—

—

—

—

—

アップリンクセッ
ト

CRUD

R

CRUD

R

R

R

ユーザー

CRUD

—

—

—

—

—

ユーザー設定

CRUD

—

—

—

—

—

1 サーバー管理者は、帯域幅を編集できません。
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表 3: 特殊ユーザー役割の操作特権
カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

アクティビテ
ィ

R

R

R

R

R

R

R

CRU

アラート

R

R

R

R

R

R

R

RUD

アプライアン
ス

R

R

R

R

R

R

R

R

アーティファ
クトバンドル

R

R

R

R

R

R

R

R

監査ログ

—

—

—

—

—

—

—

—

バックアップ

R

R

R

R

R

R

R

R

証明書

R

R

R

R

R

R

R

—

コミュニティ
文字列

—

—

—

—

—

—

—

—

接続

R

R

R

R

R

R

R

—

接続テンプレ
ート

R

R

R

R

R

R

R

—

コンソールユ
ーザー

—

—

—

—

—

—

—

—

データセンタ
ー

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

デバッグログ

R

R

R

R

R

R

R

—

展開済みター
ゲット

R

R

R

R

R

R

R

—

展開クラスタ
ー

R

R

R

R

R

R

R

—

展開グループ

R

R

R

R

R

R

R

—

展開マネージ
ャー

R

R

R

R

R

R

R

—

デバイスベイ

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

ドメイン

R

R

R

R

R

R

R

—

ドライブエン
クロージャー

R

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

R、Use

CRUD、Use

エンクロージ
ャー

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

CRUD、Use

エンクロージ
ャーグループ

R

R、Use

R

R

R

R、Use

R、Use

—

イーサーネッ
トネットワー
ク

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

イベント

R

R

R

R

R

R

R

CR

ファブリック

R

R

R

R

R

R

R

—

FC エイリア
ス

R

R

R

R

R

R

R

—

FC デバイス
マネージャー

R

R

R

R

R

R

R

—

FC エンドポ
イント

R

R

R

R

R

R

R

—

FC ネットワ
ーク

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

FCOE ネット R
ワーク

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

FC ポート

R

R

R

R

R

R

R

—

FC プロバイ
ダー

R

R

R

R

R

R

R

—

FC SAN

R

R

R

R

R

R

R

—

FC SAN サー
ビス

R

R

R

R

R

R

R

—

FC スイッチ

R

R

R

R

R

R

R

—

FC タスク

R

R

R

R

R

R

R

—

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

FC ゾーン

R

R

R

R

R

R

R

—

ファームウェ
アドライバー

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

R

グローバル設
定

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

ゴールドイメ
ージ

R

R

R

R

R

R

R

—

ゴールデンボ
リューム

R

R

R

R

R

R

R

—

grouptorole
マッピング

R

R

R

R

R

R

R

—

ハードウェア
セットアップ

—

—

—

—

—

—

—

CRUD

ホスト

R

R

R

R

R

R

R

—

ホストクラス
ター

R

R

R

R

R

R

R

—

i3S メンテナ
ンスサービス

R

R

R

R

R

R

R

—

i3S ボリュー
ムサービス

R

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲 IPv4

R

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲 IPv4
サブネット

R

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲の
R
VMAC（MAC
アドレス）

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲の
R
VSN（シリア
ル番号）

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲の
VWWN
（World Wide
Name）

R

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

インフラスト
ラクチャ
VMS

R

R

R

R

R

R

R

—

統合ツール

R

R

R

R

R

R

R

—

インターコネ
クト

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

CRUD、Use

インターコネ
クトタイプ

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

ラベル

R

R

R

R

CRUD

CRUD

CRUD

R

ライセンス

R

R

R

R

R

R

R

—

論理ダウンリ
ンク

R

R

R

R

R

R

R

—

論理エンクロ
ージャー

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

論理インター
コネクト

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

Logical
Interconnect
Groups

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R

—

論理スイッチ
グループ

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

ログインドメ
イン

R

R

R

R

R

R

R

—

ログインセッ
ション

RU

R

R

R

RU

RU

RU

—

管理対象
SAN

R

—

—

R

R

R

R

—

移行可能な
VC ドメイン

—

—

—

—

—

—

—

—

ネットワーク

R

R

R

R

R

R

R

—

ネットワーク
セット

R

R、Use

R、Use

R

CRUD、
Use

CRUD、
Use

R、Use

—

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

通知

R

R

R

R

R

R

R

—

OE ビルドプ
ラン

R

R

R

—

R

R

R

—

OE 展開プラ
ン

R

R

R

R

R

R

R

—

組織

R

R

R

R

R

R

R

—

OS ボリュー
ム

R

R

R

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

プランスクリ
プト

R

R

R

R

R

R

R

—

ポート

—

R

—

—

—

—

—

電源デバイス

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

ラック

R

R

R

RU、Use R

R

R

CRUD

レポート

R

R

R

R

R

R

R

—

レポジトリマ
ネージャー

—

R

R

R

R

R

R

R

復元

R

R

R

R

R

R

R

—

役割

R

R

R

R

R

R

R

—

SAN

R

—

—

R

R

R

R

—

SAN
Manager

R

—

—

R

R

R

R

—

SAS インター R
コネクト

R

R

R

R

R

R

CRUD、Use

SAS Logical
Interconnect
Groups

R

R

R

R

R

R

R

—

SAS 論理イン R
ターコネクト

R

R

R

R

R

R

—

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

スコープ

R

CRUD

RU

R

R

R

R

R

サーバーハー
ドウェア

R

R、Use

R、Use

RU、Use RU、Use

RU、Use RU、Use CRUD、Use

サーバーハー
ドウェアタイ
プ

R

R

R

R

R

R

R

サーバープロ
ファイル

R

R、Use

R、Use

RU1

CRUD

CRUD

RU、Use —

サーバープロ
ファイルテン
プレート

R

R

R

R

CRUD、
Use

R、Use

R

—

ステートレス
サーバー

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージプ
ール

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

ストレージシ
ステム

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージタ
ーゲットポー
ト

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージボ
リューム

R

R、Use

R、Use

R

CRUD、
Use

CRUD、
Use

R、Use

—

ストレージボ
リュームアタ
ッチメント

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージボ
リュームテン
プレート

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

サポート

—

R

R

R

R

R

R

—

スイッチ

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

スイッチドメ
イン

R

R

R

—

R

R

R

—

CRUD、Use

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

スイッチグル
ープ

R

R

R

R

R

R

R

—

タスク

R

R

R

R

R

R

R

R

トラップ転送

R

R

R

R

R

R

R

—

非管理デバイ
ス

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

アップデート

R

R

R

—

R

R

R

—

アップリンク
セット

R

R

R

R

R

R

R

—

ユーザー

R

R

R

—

R

R

R

—

ユーザー設定

R

R

R

—

R

R

R

—

1 サーバーファームウェアオペレーターは、manageFirmware、firmwareBaseline、forceInstallFirmeware、

firmwareInstallType、firmwareActivationType、および serverHardwareUri の各属性のみを更新できます。

スコープが有効なリソースのカテゴリ
次のリソースタイプのみスコープに追加または削除できます。
•

エンクロージャー

•

サーバーハードウェア

•

ネットワーク（イーサーネット、FC、および FCoE）

•

ネットワークセット

•

インターコネクト（SAS リソースを除く）

•

論理インターコネクト（SAS リソースを除く）

•

Logical Interconnect Groups（SAS リソースを除く）

•

OS 展開サーバー

スコープが有効なリソースのカテゴリ
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重要:
アラートのメール通知では、ここで分類されていないリソースは任意のスコープに含まれています。こ
こで現在分類されていないリソースによって生成されるアラートを除去しない 1 つ以上のスコープを指
定するメール通知のフィルターが送信されます。
非スコープリソースからアラートを抑制するには、オンラインヘルプの「メール受信者およびフィルタ
ーエントリーの編集」で説明されている、関連付けられたリソースカテゴリの使用が必要です。

セキュリティが強化されたアプライアンス
HPE OneView は、セキュリティが強化されたアプライアンスとして提供されます。次の要因により、アプラ
イアンスとそのオペレーティングシステムのセキュリティが確保（堅牢化）されています。
•

HPE Synergy Composer 上の HPE OneView 内で使用されるベストプラクティスのセキュリティ強化の例
としては、以下が挙げられます。
◦

アプライアンスは、不要なすべてのサービスを排除するためにカスタマイズされたオペレーティングシ
ステムを使用し、攻撃対象領域を減らします。

◦

アプライアンスでは、機能を提供するために必要なサービスだけを実行することで、その脆弱性を最小
限に抑えます。

◦

アプライアンス OS では、強制的にアクセス制御が実施されます。

◦

アプライアンスは、Two-Factor 認証をサポートしています。

◦

オペレーティングシステムのブートローダーはパスワードで保護されています。アプライアンスは、単
一ユーザーモードで起動しようとするユーザーによって侵害される可能性はありません。

◦

IP ファイアウォールは、HPE OneView サービスで必要なポートのみへのアクセスを許可します。ネッ
トワークポートのリストについては、HPE OneView に必要なポートを参照してください。

◦

重要なサービスは、特権がある OS ユーザーとして実行されません。

◦

ユーザーはオペレーティングシステムのレベルでは許可されていません（OS の対話型ログインは許可
されません）。ユーザーは、厳密に以下を通じて HPE OneView と対話します。
– REST API（プログラム的にまたはグラフィカルユーザーインターフェイスを通じて）
– State Change Message Bus（AMPQ インターフェイス）
– SSH を使用したメンテナンスコンソールまたはアプライアンス管理のためのアプライアンスコンソ
ール
– GUI およびオンラインヘルプ用の html ページを提供する Web サーバー
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•

HPE OneView は、分離された管理 LAN で完全に動作するように設計されています。

•

ロールベースのアクセス管理（RBAC）により管理者は、特定のリソースに対するユーザーの任務に基づ
いて、ユーザーのアクセス制御と認可を設定できます。また、RBAC を使用すると UI に表示される内容が
簡素化されます。
◦

ユーザーは、自分に許可されているリソースのタイプに対してのみ、操作を開始できます。たとえば、
ネットワーク管理者の役割を持つユーザーは、ネットワークリソースに対してのみ操作を開始でき、サ
ーバー管理者の役割を持つユーザーは、サーバーリソースに対してのみ操作を開始できます。

◦

インフラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーは、すべての画面と操作に対するフルアクセス権を
持っています。

セキュリティが強化されたアプライアンス

•

SBAC（スコープベースのアクセス制御）により、管理者は、アプライアンスによって管理されるリソー
スのサブセットに役割を制限することにより、ユーザーのアクセス制御を確立することができます。イン
フラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディレクトリグ
ループに権限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。スコープ
は、ユーザー定義の一連のリソースです。リソースは、複数のスコープに所属できます。役割は、リソー
スカテゴリにアクセスを付与します。スコープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソース
カテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限します。

•

HPE OneView は、ユーザー認証のために Microsoft Active Directory または OpenLDAP との統合をサポー
トしています。エンタープライズディレクトリを使用している場合は、ローカル ユーザー アカウントを完
全に無効にすることができます。オンラインヘルプの「ディレクトリサービス認証について」を参照して
ください。

•

管理者アカウントにはアプライアンスの初期インストール用のデフォルトパスワードが含まれています。
アプライアンスは最初のログイン時のパスワードの変更を施行し、デフォルトパスワードを再び使用する
ことはできません。

•

アプライアンスでは、自己署名証明書と認証機関発行の証明書をサポートしています。
アプライアンスは最初に、自己署名証明書を使用して構成されます。インフラストラクチャ管理者で企業
およびサードパーティの CA を送信するために証明書署名要求（CSR）を生成し、受信したらその証明書
をアップロードできます。この証明書により、アプライアンスへの HTTPS 接続の完全性と信頼性を確保
できます。
同様に、デフォルトでは、HPE OneView と管理対象デバイス間の通信は、自己署名証明書によってセキュ
リティ保護されます。REST インターフェイスを使用して、管理対象デバイスごとに CSR を生成し、企業
CA またはサードパーティ CA に送信します。受信すると、署名済み証明書を管理対象デバイスにアップロ
ードすることができます。この証明書により、アプライアンスと各管理対象デバイスの間の管理通信の完
全性と信頼性を確保できます。

•

すべてのブラウザー操作と REST API 呼び出しでは、HTTPS/TLS が使用されます。

•

HPE Synergy Composer のファームウェアイメージには、Hewlett Packard Enterprise によってデジタル記
号が付けられています。コンポーザーのイメージ再作成を行い、迅速に特定のファームウェアリビジョン
のレベルにする場合、デジタルシグネチャーはイメージ再作成プロセスにより検証されます。これにより、
イメージの信頼性と整合性が確保されます。

•

アプライアンスでは、次のバージョンへのアップグレードまたはパッチをインストールする際のセキュア
なアップデートプロシージャーをサポートします。アップデートには Hewlett Packard Enterprise によっ
てデジタル記号が付けられており、デジタルシグネチャーはアップデートプロシージャーにより検証され
ます。署名および検証は、ソフトウェアアップデートの信頼性と整合性を確保します。

•

インフラストラクチャ管理者でないユーザーによって作成されたサポートダンプは暗号化されます。イン
フラストラクチャ管理者ユーザーはサポートダンプを暗号化しないことも可能です。デフォルトの暗号化
により、サポートダンプに含まれる顧客の機密データ（IP アドレス、IP アドレスプール、ホスト名、およ
び WWN など）がすべて保護されます。管理者は、Hewlett Packard Enterprise に送信されるデータのタイ
プを検証する場合に非暗号化ダンプを利用できます。サポートダンプには認証情報データは含まれませ
ん。

•

HPE OneView は、Hewlett Packard Enterprise を有効にするサービスコンソールアクセスをサポートして
います。サポート担当者は顧客の許可の下で、高度な診断を実行するために、アプライアンスへの特権ア
クセス用のワンタイムパスワードを取得できます。

•

Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスソフトウェアコンポーネントに対する脅威についてセキ
ュリティ速報を入念に確認し、必要に応じてソフトウェアアップデートを発行します。

HPE OneView 4.0 for VM のセキュリティ
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ログインセッションの作成
ブラウザー経由でアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。アプライアンスに
その他の要求を行うときには、セッション ID を使用します。この ID は、認証済みユーザーであることを示す
ため、保護する必要があります。セッション ID を保護するには、UI を使用する場合、サポートされている
Web ブラウザーを使用してください。OneView REST インターフェイスのクライアントを作成する場合、プ
ログラマはセッション ID を表示しないでください。
セッションは、ログアウトするかセッションがタイムアウトする（たとえば、セッションが、セッションアイ
ドルタイムアウト値よりも長い時間アイドル状態の場合）まで、有効なままです。
デフォルトタイムアウト値は 24 時間です。セッションごとの値を変更するには、POST/rest/sessions/
idle-timeout を使用します。24 時間までの範囲で値を変更できます。

アプライアンスアクセスの認証
以下のいずれかの方法を使って、HPE OneView にアクセスするユーザーを認証できます。
•

ユーザー名とパスワードによるログオン：ユーザー名とパスワードを使用して認証を実行するアプライア
ンスを構成できます。

•

Two-Factor ログイン：Two-Factor ログインを使用して、スマートカード認証を実行するようにアプライア
ンスを構成できます。セキュリティ設定画面で Two-Factor 認証が有効な場合は、スマートカードと有効な
個人識別番号（PIN）を使用して HPE OneView へのアクセスを認証する必要があります。
重要:
セキュリティ設定画面でスマートカード専用ログインが有効になっている場合は、HPE OneView の
ログイン画面には、Two-Factor ログインオプションのみが表示されます。最高レベルのセキュリテ
ィを必要とするお客様は、スマートカード専用ログインを使用する必要があります。

スマートカードを使用して、HPE OneView アプライアンスにログインするための前提条件を以下に示しま
す。
•

ブラウザーから求められたら、ユーザーは有効な PIN を入力する必要があります。
注記:
有効な PIN を入力すると、ブラウザーが証明書の内容にアクセスして、HPE OneView に渡すことができ
ます。

•

証明書は、有効（正しく署名され、期限が切れておらず、適切な X.509 形式）でなければなりません。

•

証明書が取り消されていない必要があります。

•

証明書には、少なくとも 1 人のユーザー名を含める必要があります。このユーザー名は構成済みの証明書
のフィールドから抽出できます。

•

カードの少なくとも 1 人のユーザー名が、構成済みディレクトリのいずれかで有効なユーザーでなければ
なりません。

•

証明書にはディレクトリドメイン情報を含める必要があります。あるいは、管理者が手動で同じ情報を指
定している必要があります。

これらすべての要件を満たす場合、HPE OneView は、エンタープライズディレクトリから、ユーザーが所属
するグループのリストを取得します。HPE OneView は、所属するグループの情報を使用して、ユーザーに割
り当てる役割を決定します。役割により、ユーザーがアクセス権を持つ必要があるリソースや、それらのユー
ザーが実行できる操作についての情報が HPE OneView に通知されます。
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ユーザーアカウントは、アプライアンスまたはエンタープライズディレクトリ（Two-Factor 認証に必要）で
構成します。認証を含むすべてのアクセス（ブラウザーと REST API）は、トランスポート層セキュリティ
（TLS）経由で行われ、ネットワークへの転送時に認証情報が保護されます。
詳細情報
•

オンラインヘルプの「セキュリティ/セキュリティの編集画面の詳細」

•

Two-Factor 認証(185 ページ)

Two-Factor 認証
パスワードがどんなに複雑であっても、多くのアプリケーションのセキュリティは十分ではありません。セキ
ュリティ強化のため、Two-Factor 認証を使用します。Two-Factor 認証では、HPE OneView の認証に 2 つの
ファクターが必要です。2 つのファクターとは、ユーザーが所有するもの（スマートカード）およびユーザー
が知っているもの（個人識別番号）です。
HPE OneView のユーザー/パスワード認証
HPE OneView では、ユーザーはローカルユーザーとして、またはエンタープライズディレクトリでリモート
として構成できます。
従来のユーザー名とパスワードのログインシーケンスは以下のとおりです。
1. ユーザーが自分のユーザー名とパスワードを入力します。
2. HPE OneView がユーザー名とパスワードを認証します。
•

ユーザー名が HPE OneView で構成されるローカルユーザーの名前である場合、HPE OneView は手動
で指定したユーザー名とパスワードを HPE OneView データベースを使用して検証します。

•

ご使用の環境がエンタープライズディレクトリを使用する構成の場合、HPE OneView はユーザー名と
パスワードを構成されているディレクトリサーバーにすぐに転送して、認証します。

3. 認証が成功すると、HPE OneView はユーザーの認証権限を判断します。
•

ローカルユーザーのログインの場合、認証権限がユーザーに関連付けられている役割に基づいて決定さ
れます。

•

エンタープライズディレクトリのログインの場合、HPE OneView は、ユーザーに関連付けられている
グループ名を取得するため、ディレクトリサーバーに要求を送信します。グループ名を使用して、HPE
OneView で構成されるユーザーの認証権限を判断します。

HPE OneView の Two-Factor 認証
Two-Factor 認証を有効にすると、スマートカード（たとえば、CAC（Common Access Card）カード、PIV
（Personal Identity Verification）カード）を使用して HPE OneView で認証できます。ブラウザーのスマートカ
ードリーダープラグインはスマートカードを読み取り、ユーザーが指定した PIN を使用してカードの証明書
にアクセスします。スマートカードに内蔵されているクライアント証明書は、ブラウザーで HPE OneView に
示されます。クライアント証明書は、以前に HPE OneView にインポートされたルートまたは中間認証機関
（CA）による署名が必要です。アプライアンスはクライアント証明書を認証し、証明書で指定されたユーザー
名が HPE OneView でのディレクトリサーバー構成で認識された有効なユーザーの名前であることを検証し
ます。
Two-Factor 認証が有効である場合、HPE OneView は、最初のログイン時に受け取ったユーザー名に関連した
アカウントを使用するのではなく、ユーザーがセットアップして所有する Microsoft Active Directory サービス
アカウントを使用して、ユーザーの Active Directory エントリーにアクセスします。

Two-Factor 認証
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注記:
Active Directory は HPE OneView アプライアンスに含まれていません。個々に、ご使用の環境に Active
Directory をインストールする必要があります。
インフラストラクチャ管理者は、クライアント証明書の認証時に HPE OneView が適用するルールを柔軟にカ
スタマイズすることもできます。インフラストラクチャ管理者は、HPE OneView がユーザー名、ドメイン
名、および OID を取得する証明書内の位置を構成して、証明書が有効であることを示す必要があります。
CAC/PIV カードに保存されている証明書は X.509 セキュリティ証明書です。証明書には、証明書の所有者、
証明書の発行元、およびその他の証明書の識別要素を識別するための情報のフィールドが含まれます。TwoFactor 認証を有効にすると、HPE OneView がユーザーの検証に使用する証明書フィールドを指定できます。
オンラインヘルプの「クライアントログイン証明書構成画面の詳細」を参照してください。
注記:
REST API を使用してスマートカードのログインを認証する場合、使用される REST クライアントは HPE
OneView が要求するクライアント証明書認証をサポートしている必要があります。
コマンドラインを使用した、Two-Factor 認証に基づく HPE OneView へのログイン
REST API /rest/login-sessions/smartcards を使用してリモートでアプライアンスにログインできます。これ
を行う方法には、curl-7.54.1-1 バージョン以降を使用し、次に libssh2 を使用する方法が考えられます。以下
に、コマンド例を示します。
# curl -v -i -X POST -H "Accept-Language:en-US" -H "X-Api-Version:<version number>" --cert ./client-cert.pem:<PEM pass phrase>
https://{appliance-IP}/rest/login-sessions/smartcards - cacert./rootsplsintermediate.cer

注記:
client-cert.pem ファイルは、OpenSSL または他の同等な方法で生成できます。このファイルには、クライア
ント証明書とパスフレーズで保護された秘密キーの両方が含まれます。<PEM passphrase>を実際のパス
フレーズに置き換えます。rootsplsintermediate.cer ファイルには、ルート証明書と HPE OneView サーバー証
明書の署名に使用された中間証明書のチェーンが含まれます。また、rootsplsintermediate.cer には、HPE
OneView サーバーの自己署名証明書が含まれる場合もあります。
詳しくは、HPE OneView API リファレンスを参照してください。

証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性
デフォルトでは、「証明書オーナー」エントリー内の「サブジェクト代替名」項目に関連付けられている属性
エントリーボックスには OtherName.UPN=(.*)が含まれています。これは、HPE OneView がスマートカー
ド上の証明書のサブジェクト代替名フィールドにある「OtherName.UPN」属性からユーザー名を抽出するこ
とを示しています。これは、HPE OneView がエンタープライズディレクトリを検索するために使用するユー
ザー名です。
HPE OneView がサブジェクト代替名内の他の追加属性からユーザー名を検索できるように値を編集するこ
とができます。以下のオプションから選択できます。
•

OtherName.UPN=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーはサブジェクト代替名下の「OtherName.UPN」を以下のように表示します。
Other Name:
Principal Name=John.Doe@test.com

•
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OtherName.RFC822Name=(.*)

証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性

Microsoft の証明書ビューアーは OtherName.RFC822Name を以下のように表示します。
Other Name:
RFC822 Name=John.Doe@test.com
•

RFC822Name=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーは RFC822Name を以下のように表示します。
RFC822 Name=John.Doe@test.com

•

DirName=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーはサブジェクト代替名下の「DirName」を以下のように表示します。
Directory Address:
CN=John Doe
OU=Test Group
O=Test Org
C=US
DC=test
DC=com

カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneView は、有効なユ
ーザー名に対して複数のサブジェクト代替名属性を検索できます。
注記:
スマートカード証明書の「サブジェクト」フィールド属性からユーザー名を検索するように HPE OneView に
指示できます（「サブジェクト代替名」属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。詳しくは、「証
明書オーナー」フィールドのサブジェクトエントリーを参照してください。
サブジェクト代替名の複数の属性エントリーの例
OtherName.UPN=(.*),OtherName.RFC822Name=(.*),RFC822Name=(.*),DirName=(.*)

証明書オーナー - サブジェクト属性
デフォルトでは、「証明書オーナー」フィールド内の「サブジェクト」エントリーに関連付けられている属性
エントリーボックスには CN=(.*)が含まれています。この値を使用すると、HPE OneView はスマートカード
の証明書の「サブジェクト」フィールドにある「CN」属性から最初のユーザー名を抽出します。正規表現を
使用して「CN」属性の正規表現を編集し、許容される値のリストを絞り込むことができます。
HPE OneView が証明書の「サブジェクト」フィールド内の他の追加属性からユーザー名を検索する必要があ
る場合、値を編集することができます。選択肢は次のとおりです。
•

CN=(.*)

•

E=(.*)

•

UID=(.*)

•

DN=(.*)

Microsoft Active Directory ユーザーは、DN がサブジェクト属性の集合として証明書から抽出される点に注意
する必要があります。Active Directory 内のユーザーに対して構成された DN の値と一致させてください。完
全に一致しないと、ログイン操作は失敗します。
カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneView は、有効なユ
ーザー名に対して複数のサブジェクト属性を検索できます。

証明書オーナー - サブジェクト属性
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注記:
スマートカード証明書の「サブジェクト」フィールド属性からユーザー名を検索するように HPE OneView に
指示できます（「サブジェクト代替名」属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。
サブジェクトの複数の属性エントリーの例
CN=(.*),E=(.*),UID=(.*),DN=(.*)
CN 属性のバリエーション：例
•

"J_"で始まるユーザー名のみを一致させるには、CN=(^J_.*$)を使用します

•

"LastName, FirstName"形式で名前を一致させるには、CN=(^[a-zA-Z]*, [a-zA-Z]+$)を使用します

•

数字のみのユーザー名を一致させるには、CN=(^[0-9]+$)を使用します

注記:
これが適用可能なのは、証明書に構成されている CN 属性が複数あり、かつ CN 属性内の最初に使用可能な属
性ではなく、特定の属性を指定したい場合です。システムが完全に一致できるように、'^'で始まり'$'で終
わるパターンの使用をお勧めします。

ディレクトリドメイン
ディレクトリドメインコントロールを使用すると、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索に、ど
のドメインまたはディレクトリを使用するか指定できます。ドメイン名は、HPE OneView に追加された少な
くとも 1 つのディレクトリのベース DN に一致する必要があります。以下のオプションから選択できます。
•

サブジェクト

•

サブジェクトの別名

•

発行者

•

手動で指定

HPE OneView がドメイン名の抽出に使用する必要のある証明書フィールドを選択すると、名前は、ここで指
定された DC 属性から抽出されます。DC=(.*)構成では、最初のドメインコンポーネントをこのフィールド
から抽出します。管理者は、ここでのみ DC=(.*)を指定できます。
手動で指定を選択した場合、ディレクトリの検索時に使用するドメイン情報を取得するために、ドット表記形
式を使用するか、または代替証明書から特定のドメインを入力できます。
「,」を使用して構成に複数のエント
リーまたはドメインを指定できます。また、サブジェクト、サブジェクト代替名、および発行者 DC 属性を指
定して複数のカード構成をサポートすることもできます。
例: 「手動で指定」コントロールの選択値
証明書のフィールドでは、ドメインのコンポーネントは複数の「DC」エントリーで表現されるのが一般的で
す。abc.example.com のようなドメイン BaseDN は、「DC=abc」、「DC=example」、および「DC=com」の 3
つのエントリーで表現されます。
•
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ドメインとして「example.com」を使用して、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索に使用
します。

ディレクトリドメイン

example.com
•

ドメイン情報について複数の証明書の場所を検索するように HPE OneView を構成します。HPE
OneView は、エンタープライズディレクトリ内のユーザーエントリの検索が成功するまで、各項目を順番
に検索します。
Subject.DC=(.*),Issuer.DC=(.*),SubjectAlternativeName.DirName.DC=(.*),groupA.e
xample.com,groupB.example.com

証明書を検証する要件
証明書を検証する要件では、認証されるカードに関連付けられたユーザーのためにスマートカード証明書内に
存在する必要があるキー用途、拡張キー用途、およびポリシー ID オブジェクト識別子を指定することで、誰
が HPE OneView にアクセスできるかを構成することができます。組織内の異なるユーザーグループに対応
するために最大 5 つの OID の組み合わせを構成できます。
デフォルトでは、1 つの組み合わせが構成され、OID の組み合わせスマートカードログオン
（1.3.6.1.4.1.311.20.2.2）、クライアント認証（1.3.6.1.5.5.7.3.2）を含みます。この組み合わせ
では、スマートカードの証明書がスマートカードのログオンおよびクライアント認証に使用できるように構成
されていなければなりません。ほとんどのインストールに役立つはずです。このフィールドを編集して、異な
る組み合わせの OID を選択したり、新しい OID を追加したりできます。1 つの組み合わせボックスに最大 10
個の OID を構成できます。
OID の追加の組み合わせを構成するには、必要な検証を追加を使用します。
注記:
複数の OID の組み合わせを指定し、かつ 1 つが別のスーパーセットである場合、最初により限定的な組み合
わせを構成します。

許可されたユーザーのアクセスの制御
アプライアンスへのアクセスは、認証されたユーザーがアプライアンスで許可される操作を示す役割とスコー
プによって制御されます。各ユーザーに 1 つ以上の役割を関連付ける必要があります。スコープは、ユーザー
定義の一連のリソースです。スコープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソースカテゴリ内の
インスタンスのサブセットに制限します。パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理
されるリソースへのユーザーアクセスを制御するためにユーザーに付与されます。スコープとパーミッショ
ンについては、HPE OneView のオンラインヘルプを参照してください。

ユーザーアカウントと役割の指定
アプライアンスでは、ユーザーのログインアカウントに役割を割り当てる必要があります。この役割によっ
て、ユーザーが実行する権限のある操作が決まります。
ユーザーアカウントを追加、削除、および編集する方法については、オンラインヘルプを参照してください。

iLO に対する SSO の役割のマッピング
アプライアンスでは、ユーザーが作成した iLO またはの認証情報を保存していなくても、iLO およびへの SSO
（シングルサインオン）が可能です。次のテーブルには、アプライアンスおよび iLO 間での役割のマッピング
が示されています。

証明書を検証する要件
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アプライアンスの役割

SSO が可能な iLO の役割

インフラストラクチャ管理者

管理者

サーバー管理者

管理者

ネットワーク管理者

ユーザー

読み取り専用

ユーザー

バックアップ管理者

なし

ストレージ管理者

ユーザー

サーバーファームウェアオペレーター

管理者

アプライアンスの役割
オンラインヘルプの「ユーザーの役割について」には、使用可能な役割のリストが掲載されています。
iLO の役割
•

管理者権限で、サーバーのリセット、リモートコンソール、およびログインタスクに対するすべての管理
権の割り当てが可能です。ユーザーの権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。

•

ユーザーの権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。

アプライアンスの操作と iLO、、および iPDU とのマッピング
アプライアンスは、iLO、、およびインテリジェントパワーディストリビューションユニット（iPDU）で構成
を実行します。次のテーブルには、アプライアンスがこれらのデバイスとどのようにやり取りするかがまとめ
られています。
ファイアウォールについて詳しくは、HPE OneView で必要なポートを参照してください。
プロトコルまたは操作

説明

iLO

iPDU

構成

構成

NTP

NTP を構成する

✓

SNMP

情報を収集するように SNMP
を有効にして構成する

✓

✓

SNMP トラップ

アプライアンスに送信される
✓
SNMP トラップを有効にして構
成する

✓

HTTPS（RIBCL/SOAP/JSON） 情報を収集する（具体的なプロ
トコルは異なるが、すべて TLS
を使用）

表は続く
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プロトコルまたは操作

説明

iLO

iPDU

構成

構成

リモートコンソール

UI から iLO リモートコンソー
ルへのリンク

SSH

使用されない

Telnet

使用されない

XML 応答

一般的なシステム情報を収集す
る

SSO

UI アクセス用の SSO 証明書を ✓
有効にして構成する。付与され
る権限については、iLO に対す
る SSO の役割のマッピングを
参照してください。

アプライアンスのユーザーアカ 管理者レベルのユーザーアカウ ✓
ウント
ント（およびランダムに生成さ
れたパスワード）を使用してシ
ステムを構成および管理する

✓

セキュアシェルアクセス
HPE OneView は、メンテナンスおよびリカバリ操作を実行するためにリモートからアプライアンスにアクセ
スするときにセキュアシェル（SSH）をサポートしています。SSH アクセスを使用しない場合、アプライア
ンスコンソールにアクセスする必要があります。コンソールアクセスが必要にならないように、SSH アクセ
スはデフォルトで有効になっています。ただし、一部のユーザーによるメンテナンスおよびリカバリ操作への
リモートアクセスはセキュリティリスクと見なされます。このため、HPE OneView には、SSH 経由でのアプ
ライアンスへのリモートアクセスを無効にするオプションが用意されています。
注記:
シリアルコンソール CLI にアクセスするには、SSH アクセスを有効にする必要があります。シリアルコンソ
ール CLI は、管理対象外のインターコネクトへのアクセスに使用されます。
詳細情報
オンラインヘルプの「SSH アクセスの有効化または無効化」

認証情報の保護
ローカル ユーザー アカウントのパスワードは、ソルト付きハッシュを使用して保存されます。つまり、ラン
ダム文字列と結合され、その結合された値がハッシュとして保存されます。ハッシュは、文字列を一意の値に
マップする一方向アルゴリズムであるため、元の文字列をハッシュから取得することはできません。
パスワードはブラウザーでマスクされます。ネットワーク上のアプライアンスとブラウザー間でパスワード
を送信する場合、パスワードは TLS によって保護されます。
ローカル ユーザー アカウントのパスワードは、8 文字以上で、1 つ以上の大文字を含んでいる必要がありま
す。HPE OneView では、パスワードの複雑さに関する追加のルールは実施されません。サイトのセキュリテ

セキュアシェルアクセス
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ィポリシーによって、パスワードの強度と有効期限が決まります（セキュアなアプライアンスを維持するため
のベストプラクティスを参照）。HPE OneView と外部の認証ディレクトリサービス（エンタープライズディ
レクトリとも呼ばれます）を統合することをお勧めします。ディレクトリサービス（Two-Factor 認証に必要）
は、最小長や複雑さといったパスワード管理ポリシーを実施します。

監査ログについて
監査ログには、アプライアンスで実行された操作の記録が格納されます。その記録は、個人の説明責任に使用
できます。ログは、大きくなりすぎるのを防ぐために定期的にロールオーバーされるため、実行中の操作を監
視する場合は監査ログをダウンロードすることをお勧めします。長期の監査履歴を維持するために、監査ログ
を定期的にダウンロードすることもできます。
各ユーザーには、セッションごとに一意のログ ID があるため、監査ログでユーザーの操作を追跡できます。
一部の操作はアプライアンスによって実行されるため、ログ ID がない場合があります。
監査ログのダウンロードには、インフラストラクチャ管理者権限が必要です。
UI からの監査ログのダウンロードについては、オンラインヘルプの「監査ログのダウンロード」を参照して
ください。
以下に、監査エントリーの詳細を示します。
トークン

説明

日付/時刻

イベントの日時

内部コンポーネン 内部コンポーネントの一意の識別子
ト ID
予約済み

組織 ID。内部使用のために予約済み

ユーザードメイン ユーザーのログインドメイン名
ユーザー名/ID

ユーザー名

セッション ID

メッセージに関連付けられたユーザーセッション ID

タスク ID

メッセージに関連付けられたタスクリソースの URI

クライアントホス クライアント（ブラウザー）の IP アドレスによって、要求を開始したクライアントマ
ト/IP
シンを特定します。
結果
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操作の結果。以下のいずれかの値になります。
•

SUCCESS

•

FAILURE

•

SOME_FAILURES

•

CANCELED

•

KILLED

トークン

説明

操作

操作の説明。以下のいずれかの値になります。

深刻度

•

ADD

•

LIST

•

UNSETUP

•

CANCELED

•

MODIFY

•

ENABLE

•

DEPLOY

•

LOGIN

•

DELETE

•

DISABLE

•

START

•

LOGOUT

•

ACCESS

•

SAVE

•

DONE

•

•

RUN

•

SETUP

•

KILLED

DOWNLOAD_S
TART

イベントの深刻度の説明。以下のいずれかの値になります。深刻度の降順に並んでい
ます。
•

INFO

•

NOTICE

•

WARNING

•

ERROR

•

ALERT

•

CRITICAL

リソースカテゴリ REST API カテゴリについては、HPE OneView API リファレンスを参照してください。
リソース URI/名前 タスクに関連付けられたリソースの URI/名前
メッセージ

監査ログに現れる出力メッセージ

Maintenance Console エントリー
監査ログには、表示を除くすべての Maintenance Console イベントのエントリーが含まれます。

監査ログのポリシーの選択
監査ログをダウンロードおよび確認するポリシーを選択します。
監査ログには、アプライアンスで実行された操作のレコードが格納されます。そのレコードは、個人のアカウ
ンタビリティに使用できます。監査ログが大きくなると、古い情報から削除されます。長期の監査履歴を保持
するには、監査ログを定期的にダウンロードして保存する必要があります。
監査ログの詳細については、監査ログについてを参照してください。

TLS 経由のアプライアンスアクセス
アプライアンスへのすべてのアクセスは、HTTP over TLS（HTTPS）を経由し、ネットワーク上でデータが
暗号化されるため、データの完全性を確保できます。サポートされる暗号スイートのリストについては、オン
ラインヘルプの「アプライアンスをセキュリティで保護するためのアルゴリズム」を参照してください。

監査ログのポリシーの選択
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ブラウザーからの証明書の管理
証明書を使用して、TLS 経由でアプライアンスを認証します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンス
は、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
この項では、ブラウザーの観点からの証明書の管理について説明します。ブラウザー以外のクライアント
（cURL など）で証明書を使用する方法については、そのクライアントのドキュメントを参照してください。
注記:
ほとんどの場合、デフォルトの自己署名証明書を使用してアプライアンスにアクセスすると、ブラウザーによ
ってセキュリティ警告が表示され、アプライアンスにアクセスするにはそれを回避する必要があります。一部
のブラウザーでは、自己署名証明書を無期限に保存することができますが、Google Chrome ブラウザーでは
自己署名証明書を永久に保存することはできず、証明書は数日後に期限切れになります。簡単にアクセスでき
るように、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成することをお勧めします。
証明書には、アプライアンスの名前も含まれます。TLS クライアントはこの名前を使用してアプライアンスを
識別します。
証明書には次のボックスがあります。
•

共通名(CN)
この名前は必須です。デフォルトでは、アプライアンスの完全修飾ホスト名が入力されています。

•

代替名
この名前はオプションですが、ブラウザーによる名前不一致警告を最小限に抑えるために複数の名前（IP
アドレスを含む）がサポートされているため、入力することをお勧めします。
デフォルトでは、完全修飾ホスト名（DNS を使用している場合）、短いホスト名、およびアプライアンス
の IP アドレスが入力されています。
注記:
代替名に入力する場合は、そのうちの 1 つの名前を共通名 (CN)の名前と同じにする必要があります。

これらの名前は、手動で証明書署名リクエストまたは自己署名証明書を作成するときに変更できます。

認証機関の使用
証明書の信頼の管理を簡素化するためには、信頼された CA（認証機関）を使用します。CA は、インポート
する証明書を発行します。ブラウザーが CA を信頼するように構成されている場合は、その CA によって署名
された証明書も信頼されます。CA は、内部機関（組織で運営、管理）でも外部機関（第三者によって運営、
管理）でもかまいません。
CA によって署名された証明書をインポートし、自己署名証明書の代わりに使用することができます。全体的
なステップは次のとおりです。
手順
1. CSR（証明書署名リクエスト）を生成します。
2. CSR をコピーし、CA に指示されたとおり CA に送信します。
注記:
2048 ビットのキーと SHA256 以上のデジタル署名アルゴリズムを使用して証明書を生成することを要求
します。

194

ブラウザーからの証明書の管理

3. CA によって、要求者の認証が行われます。
4. CA の規定のとおり、CA から要求者に証明書が送信されます。
5. 証明書をインポートします。
アプライアンス証明書署名リクエストの作成および証明書のインポートを参照してください。

自己署名証明書
アプライアンスによって生成されるデフォルトの証明書は自己署名されたもので、信頼された認証機関が発行
したものではありません。
デフォルトで、ブラウザーは、自己署名証明書に関する事前の知識を持っていないため、自己署名証明書を信
頼しません。ブラウザーに警告ダイアログボックスが表示されるため、自己署名証明書を受け入れる前にその
内容を確認できます。ご使用のブラウザーに受け入れるには、必ず検証してから自己署名証明書を使用してく
ださい。
Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成することをお勧め
します。ただし、自己署名証明書を使用する場合は、アプライアンスにアクセスするために使用するすべての
ブラウザーに証明書を受け入れます。PowerShell スクリプトで HPE OneView REST API を使用する場合は、
自己署名証明書を使用する攻撃者に対してスクリプトを開いたままにする追加のコードが必要です。
詳細情報
自己署名証明書のダウンロード(199 ページ)

アプライアンス証明書署名要求の作成
アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンス
は、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
CA とは、その CA を信頼している他のユーザーがホストも信頼できるようにする証明書を発行する、信頼で
きる機関です。基本的に、CA はホストを保証します。
自己署名証明書の作成については、アプライアンス自己署名証明書の作成(196 ページ)を参照してください。
前提条件
•

権限：インフラストラクチャ管理者。

•

認証機関（CA）が必要としている、要求のための情報を収集します。

•

CA チャレンジパスワードを取得します。

手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 証明書要求の作成の順に選択します。
4. 画面で要求されるデータを入力します。
5. OK をクリックします。
6. ダイアログボックスから証明書要求データをコピーし、CA に送信します。証明書要求データの送信方法と
送信先は CA によって指定されます。
7. OK をクリックします。

自己署名証明書
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次のステップ：CA から証明書を受信したら、アプライアンス証明書のインポート(197 ページ)。

アプライアンス自己署名証明書の作成
アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンス
は、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
自己署名証明書は、ホストが自ら保証することを示します。場合によっては、これで十分なこともあります。
デフォルトでは、ブラウザーは自己署名証明書を信頼せず、警告を表示します。
これに代わるよりセキュアな方法が、第三者の認証機関によって発行された証明書です。これらの証明書につ
いては、アプライアンス証明書署名要求の作成(195 ページ)を参照してください。
前提条件
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 自己署名証明書の作成を選択します。
4. 画面で要求されるデータを入力します。
5. 必要に応じてオプションの情報を入力します。
6. OK をクリックします。
7. 証明書が作成されたことを確認します。証明書の情報は、画面に表示されます。

SCMB 用の CA 署名済みクライアント証明書の作成
以下の手順では、State Change Message Bus（SCMB）への接続に使用できる CA 署名済みクライアント証
明書を生成する方法について説明します。
前提条件
•

OpenSSL がインストールされている環境、または同等の環境。

•

署名要求のための商用またはカスタム認証機関（CA）へのアクセス。

手順
1. クライアント証明書の新しいキーペアを作成します。
このコマンドは、3072 ビット暗号化で cert.key のファイル名の新しい秘密キーを生成します。
openssl genrsa -out cert.key 3072
2. 新しいキーペアを使用して、クライアント証明書の証明書署名要求（CSR）を作成します。
このコマンドは、対話型プロンプトからのデータ入力を使用して、CSR を作成します。
openssl req -new -key cert.key -out cert.csr
SCMB サーバーはこのユーザーからの接続を受け入れるように構成されているため、このコマンドの共通
名は rabbitmq_readonly に設定する必要があります。または、ユーザーの組織に適切な入力を指定し
ます。
3. CA との関係に対応する署名方法を使用して、SCMB サーバーへの接続に使用されるクライアント証明書
を作成します。
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a. 商用エンティティまたはその他の組織によって CA が提供される場合は、CA によって提供される指示
に従って、クライアント証明書に署名します。
b. CA ルート証明書とキーへの直接アクセスが可能な場合、機能するクライアント証明書に必要なオプシ
ョンを使用して構成ファイル（openssl.cnf）を作成します。
以下に例を示します。
[ client ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = clientAuth, msSmartcardLogin
nsCertType = client
subjectAltName = @alt_names
[ alt_names ]
email = .
クライアント証明書を指定するには、basicConstraints、extendedKeyUsage:clientAuth、お
よび nsCertType フィールドのすべてが必要です。OpenSSL の担当者は、組織の要件と影響の理解に
従って、その他の設定を適用できます。詳しくは、OpenSSL のドキュメントを参照してください。
c. 作成した構成ファイルを使用して、CSR に署名し、クライアント証明書を生成します。
以下に例を示します。
openssl x509 -req -CA ca.pem -CAkey ca.key -in
cert.csr -out cert.pem -days 365 -set_serial 1
-extfile openssl.cnf -extensions client
4. CA ルート証明書に加えて、SCMB クライアント証明書の署名に使用されるすべての中間 CA は、アプライ
アンスによって信頼されていることを確認してください。アプライアンス上の SCMB サーバーは、証明書
に署名した CA を信頼している場合にのみ、クライアント証明書を受け入れます。この信頼関係がまだ確
立されていない場合、すぐに確立してください。
注記:
クライアントに署名した中間 CA 証明書は、アプライアンスではなく、クライアントプログラムに追加す
る必要があります。

a. セキュリティ設定 > 認証機関証明書を管理に移動し、アプライアンスに CA を追加します。
openssl x509 -req -CA ca.pem -CAkey ca.key -in cert.csr -out cert.pem -days
365 -set_serial 1 -extfile openssl.cnf -extensions client
SCMB サーバーへのすべてのアクティブな接続が中断されるため、再確立する必要があります。
5. 任意のクライアントプログラムを使用して、アプライアンス上の SCMB サーバーに接続します。接続を成
功させるには、手順 1 で作成したキーペア、手順 3 で作成したクライアント証明書、および SCMB サーバ
ー証明書と、クライアント証明書の署名で使用した中間 CA 証明書に署名した CA のルート証明書を含む
CA 証明書ファイルが必要です。
6. SCMB サーバーに依然として接続できない場合は、オンラインヘルプの「CA 署名済みクライアント証明
書を使用して SCMB サーバーに接続できない」のトラブルシューティング手順に従ってください。

アプライアンス証明書のインポート
証明書署名リクエストを CA に送信し、証明書を受信した後、これをインポートする必要があります。

アプライアンス証明書のインポート
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前提条件
•

権限：インフラストラクチャ管理者。

•

他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確認します。

手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 証明書のインポートを選択します。
4. 証明書のテキストをコピーし、表示されるボックスに貼り付けます。
5. OK をクリックします。
6. アプライアンス Web サーバーが再起動し、再接続した後、アプライアンスにログインします。
この証明書は、SCMB サーバー証明書としても使用されます。

証明書を信頼
HPE では、自己署名証明書を商用の署名済み証明書に置き換えることをお勧めします。
前提条件
•

CA ルートまたは中間証明書を信頼するには：インフラストラクチャ管理者の特権。

•

管理対象デバイスの追加。

手順
1. iLO やリモートサーバーなどの管理対象デバイスを追加する際、その管理対象デバイスまたはリモートサ
ーバーに SSL 証明書が関連付けられている場合はその SSL 証明書が取得され、まだアプライアンスで信
頼されていない場合はダイアログボックスに表示されます。
証明書は、以前にアプライアンスにインポートされている自己署名証明書である場合、または CA 署名済
み証明書であり、その証明書に署名した CA をアプライアンスに以前インポートしている場合に信頼され
ます。
2. 取得された証明書の詳細を確認し、はい、信頼しますをクリックします。
証明書がアプライアンスのトラストストアに追加されます。これ以降、管理対象デバイス/リモートサーバ
ーへの HPE OneView からの通信のすべてでこの信頼済みの証明書が使用されます。スクリプティングユ
ーザーは、REST API から同じ機能を利用できます。

198

証明書を信頼

証明書の設定の表示
前提条件
必要な最小権限：すべてのユーザー
手順
1. メインメニューから設定画面に移動します。
2. 概要 > セキュリティ > 証明書の順に選択します。

自己署名証明書のダウンロード
自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする利点は、ブラウザーの警告を回避できることです。
セキュアな環境では、自己署名証明書のダウンロードとインポートは適切ではありません。ただし、その証明
書を検証済みで、特定のアプライアンスを確認済みで信頼している場合を除きます。
それよりもセキュリティが低い環境では、アプライアンスの証明書の発行元を確認して信頼している場合に証
明書をダウンロードおよびインポートできる場合があります。ただし、これはお勧めできません。
Microsoft Internet Explorer および Google Chrome では、共通の証明書ストアを共有しています。Internet
Explorer でダウンロードした証明書は、Google Chrome と Internet Explorer を使用してインポートできます。
同様に、Google Chrome でダウンロードした証明書は両方のブラウザーを使用してインポートできます。
Mozilla Firefox では独自の証明書ストアを使用しているため、そのブラウザーのみでダウンロードおよびイン
ポートする必要があります。
自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする手順はブラウザーによって異なります。以下の手順は、
Microsoft Internet Explorer を例として使用します。
手順
1. ご使用のブラウザーウィンドウで証明書のエラーをクリックします

。

2. 証明書の表示をクリックします。
3. 詳細タブをクリックします。
4. 証明書を確認します。
5. ファイルにコピー...を選択します。
6. 証明書のエクスポートウィザードを使用して、証明書を保存します。
a. Base-64 でエンコードされた x.509 を選択します。
b. ファイル名と、ファイルを格納する場所を指定します。
7. 自己署名証明書をインポートします。

自己署名証明書のインポート
自己署名証明書をダウンロードしたら、ご使用の環境にインポートしてください。以下の手順では Internet
Explorer を使用しています。

証明書の設定の表示
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手順
1. ブラウザーのメニューからツール > インターネットオプションの順に選択します。
2. コンテンツタブをクリックします。
3. 証明書をクリックします。
4. インポートをクリックします。
5. 証明書のインポートウィザードを使用します。
a. ダウンロードしたファイルを選択します。
b. 証明書ストアの入力を求められたら、証明書をすべて次のストアに配置するを選択し、信頼済みのルー
ト認証機関ストアを選択します。
c. セキュリティの警告が表示されたら、OK をクリックします。
アプライアンスに次回ログインすると、証明書のエラーが表示されなくなります。

証明書の確認
ブラウザーを使用して証明書を表示することで、証明書の信頼性を確認できます。
アプライアンスにログインし、設定 > セキュリティの順に選択して、証明書を表示します。比較のために以
下の属性をメモします。
•

フィンガープリント（特に重要）

•

名前

•

シリアル番号

•

有効化日付

アプライアンスの外からブラウザーで表示したときに、ブラウザーによって表示される証明書とこの情報を比
較します。

ブラウザー以外のクライアント
アプライアンスでは、多数の REST API をサポートしています。ブラウザーだけでなく、どのクライアントで
も REST API に対して要求を発行できます。呼び出し元は、認証情報の機密性に関して、次のような適切なセ
キュリティ対策を実施する必要があります。
•

データ要求に使用するセッショントークン

•

HTTPS を使用し、回線上で認証情報の暗号化を介して応答する

パスワード
cURL のようなクライアントでは、パスワードが通常のテキストとして表示および保存される可能性がありま
す。
許可されていないユーザーによって次の操作が行われないように注意する必要があります。
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証明書の確認

•

表示されたパスワードを見る

•

セッション識別子を表示する

•

保存されたデータにアクセスする

TLS 接続
クライアントは、ネットワーク上で TLS を使用して機密データを保護することを保証するために、プロトコ
ルとして HTTPS を指定する必要があります。クライアントが HTTP を指定しても、TLS が確実に使用される
ように HTTPS にリダイレクトされます。
クライアントが要求するアプライアンス証明書によって、TLS 接続を成功させることができます。証明書を取
得する便利な方法は、アプライアンスを指し示すブラウザーを使用することです。ブラウザーを使用した証明
書の取得について詳しくは、ブラウザーからの証明書の管理を参照してください。

SSH 接続
アプライアンスへの SSH 接続は、メンテナンスユーザーに対して許可されます（メンテナンスコンソールに
アクセスするため）。SSH 接続は、メンテナンスコンソールメニューに直接接続します。ログインプロンプト
でユーザー名 maintenance を入力します。他の認可済み HPE OneView アカウントを使用した SSH 接続
は、Synergy デバイスのシリアルコンソールに接続するためにコマンドラインインターフェイス（CLI）にア
クセスする場合に使用できます。

HPE OneView で必要なポート
HPE OneView では、サーバー、エンクロージャー、およびインターコネクトを管理するために特定のポート
をアプライアンスで利用できる必要があります。

表 4: HPE OneView で必要なポート
ポート番号

プロトコル

使用

説明

22

TCP

インバウンドと
アウトバウンド

SSH と SFTP に使用します。SSH は、インターコネク
トモジュールと通信するために必要です。SFTP は、フ
ァームウェアのアップグレードおよびサポートダンプ
などのアクションに必要です。

53

UDP および
TCP

アウトバウンド

DNS クライアントのクエリに使用します。

80

TCP

インバウンド

HTTP インターフェイスに使用します。通常、このポー
トはポート 443 にリダイレクトされます。このポート
は、iLO に必要なアクセスを提供します。

123

UDP

インバウンド

HPE OneView は、NTP サーバーとして機能します。
iLO にアクセス権限が必要です。

123

UDP

アウトバウンド

NTP クライアントとして使用され、アプライアンスの時
刻を同期します。

161

UDP

アウトバウンド

iLO を介してサーバーからステータスデータを取得する
SNMP GET 呼び出しをサポートします。iPDU にも使
用します。

表は続く

TLS 接続
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ポート番号

プロトコル

使用

説明

162

UDP

HPE OneView
からのトラップ
転送用インバウ
ンドとアウトバ
ウンド

iLO、、および iPDU デバイスからの SNMP トラップのサ
ポートに使用します。このポートは、VC インターコネ
クトの監視とトラップ転送にも使用します。

443

TCP

インバウンド

ユーザーインターフェイスと API への HTTPS インター
フェイスに使用します。

443

TCP

アウトバウンド

iLO、、フレームリンクモジュールへのセキュア SSL ア
クセス、Hewlett Packard Enterprise へのリモートサポー
トアクセス、およびその他のデバイスに使用します。
Redfish、RIBCL、SOAP、および iPDU 通信に使用しま
す。

636

TCP

アウトバウンド

LDAP を保護します。エンタープライズディレクトリの
インテグレーション（Microsoft Active Directory、
OpenLDAP）に使用します。

2162

UDP

インバウンド

代替 SNMP トラップポートとして使用します。

3269

TCP

アウトバウンド

Microsoft Active Directory LDAP グローバルカタログポ
ートに使用します。

5671

TCP

インバウンド

外部スクリプトまたはアプリケーションが StateChange Message Bus（SCMB）に接続したり、SCMB
からのメッセージを監視したりできるようにします。

17988

TCP

iLO 内蔵リモー
トコンソールか
ら iLO

iLO への接続を開始する内蔵リモートコンソール。

17990

TCP

ブラウザーから
iLO

内蔵リモートコンソールにブラウザーからアクセスで
きるようにします。

63001 および
63002

TCP

ローカル（ホスト SUT（Smart Update ツール）がインストールされてい
OS の場合）
るホスト OS で使用されます。通信は、SUT と SUM
（Smart Update Manager）プロセス間では localhost
で行われます。

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御
HPE Synergy フレームへの物理的アクセスを制御します。パーミッションのない人物は、システムコンソー
ルまたはコンピューターコンポーネントへの物理的アクセスができません。
一般的に、コンソールにアクセスする場合の合理的な用途は、次のとおりです。
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•

初期のハードウェアセットアップの実行

•

ネットワーク構成に関する問題のトラブルシューティング

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

•

アプライアンスの管理者パスワードのリセット

•

現場での認定テクニカルサポート担当者によるサービスアクセスの有効化

あるコンソールから別のコンソール（VMware vSphere および Microsoft HYPER-V）への切り替
え
仮想アプライアンスコンソールはグラフィカルコンソールに表示され、パスワードのリセットと Hewlett
Packard Enterprise サービスのアクセスでは非グラフィカルコンソールを使用します。
手順
1. 仮想アプライアンスコンソールを開きます。
2. Ctrl ＋ Alt キーを押したままにします。
3. スペースキーを押して離します。
4. 非グラフィカルコンソールを選択するには F1 キーを押して離し、グラフィカルコンソールを選択するには
F2 キーを押して離します。

コンソール間の切り替え（KVM）
仮想アプライアンスコンソールはグラフィカルコンソールに表示され、パスワードのリセットと Hewlett
Packard Enterprise サービスのアクセスでは非グラフィカルコンソールを使用します。
手順
1. Virtual Machine Manager を開きます。
2. メニューバーで、非グラフィカルコンソールの場合は、送信キー > Ctrl+Alt+F1 を選択し、グラフィカル
コンソールの場合は送信キー > Ctrl+Alt+F2 を選択します。

認定サービスアクセスの有効化または無効化
アプライアンスを最初に起動したときに、現場での認定テクニカルサポートによるアクセスを有効または無効
にすることを選択できます。デフォルトでは、現場の認定サポート担当者は、アプライアンスコンソールを介
してシステムにアクセスし、報告を受けた問題を診断できます。
サポートアクセスは、オンサイトの認定サポート担当者がアプライアンスの問題をデバッグできるようにする
特権です。サービスアクセスアカウントへのアクセスには、技術者がパスワードのリセット用に類似したチャ
レンジレスポンスメカニズムを使用してワンタイムパスワードを取得する必要があります。
インフラストラクチャ管理者は、アプライアンスの初期構成後はいつでも、UI からサービスアクセスを有効
化または無効化できます。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックします。
セキュリティの編集ウィンドウが開きます。
3. サービスコンソールアクセスの適切な設定を選択します。

あるコンソールから別のコンソール（VMware vSphere および Microsoft HYPER-V）への切り替え
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a. コンソールへのアクセスを禁止する場合は、無効を選択します。
b. コンソールへのアクセスを許可する場合は、有効を選択します。
4. OK をクリックします。
また、/rest/appliance/settings/enableServiceAccess REST API を使用してサービスアクセスを
有効または無効にできます。
注意:
アクセスを有効にすることをお勧めします。無効にすると、認定サポート担当者がアプライアンスにア
クセスして問題を修正できない可能性があります。

コンソールアクセスの制限
ハイパーバイザー自体の安全な管理方法によって、仮想アプライアンスへのコンソールアクセスを制限できま
す。
VMware vSphere の場合、この情報は、次の VMware の Web サイトから入手できます。
http://www.vmware.com
特に、vSphere の Console Interaction（コンソール操作）権限と、VMware の役割と権限を管理するためのベ
ストプラクティスに関するトピックを検索して参照してください。
Microsoft Hyper-V の場合は、役割ベースのアクセスを通じてコンソールへのアクセスを制限します。詳しく
は、Microsoft の Web サイトを参照してください。
http://www.microsoft.com

アプライアンスをセキュリティで保護するためのアルゴリズム
このセクションでは、次の内容について説明します。
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•

ローカルユーザーパスワード

•

バックアップファイル

•

管理対象デバイスの認証情報

•

アップデート

•

サポートダンプ

•

証明書

•

管理者パスワードのリセットおよび Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

•

サポートされる SSL 暗号スイート

•

サポートされる SSH 暗号スイート

•

サポートされる RabbitMQ 暗号スイート

•

インターコネクトでサポートされる SNMP 認証プロトコル

•

インターコネクトでサポートされる SNMP プライバシープロトコル

•

トラップ転送でサポートされる SNMP 認証プロトコル

コンソールアクセスの制限

•

トラップ転送でサポートされる SNMP 認証プロトコル

•

SNMP サーバー管理

ローカルユーザーパスワード
64 ビットのソルトおよび 1000 回の繰り返しを使用する SHA-384 ハッシュアルゴリズムを使用して、パスワ
ードをハッシュします
バックアップファイル
バックアップファイルは、単純な対称鍵暗号方式で暗号化されており、キーがアプライアンスごとに一意で
す。この形式の暗号化を使用すると、思いがけないバックアップファイルの読み取りまたは改ざんが起こらな
いようにすることができます。Hewlett Packard Enterprise は、バックアップファイルの機密性と完全性を保
証するために、生成した暗号鍵でバックアップサーバー上のバックアップファイルを暗号化することを強くお
勧めします。
管理対象デバイスの認証情報
管理対象デバイスと外部サーバーのパスワードは、AES-256 アルゴリズムで暗号化されます。
アップデート
HPE OneView Update バイナリ（update.bin）と update.bin に含まれる Red Hat パッケージマネージャー
（RPM）は、SHA-512 および 4096 ビットの RSA キーを使用して署名されています。
サポートダンプ
サポートダンプは AES/CTR/パディングなし:256 アルゴリズムを使用して暗号化され、AES キーは 3072 ビッ
ト RSA 非対称キーペアを使用して別に暗号化されます。
証明書
HPE OneView アプライアンスのフレッシュインストールでは、デフォルトで、自己署名証明書が 2048 ビッ
トの RSA キーの SHA-256 デジタルシグネチャーアルゴリズムを使用して署名されます。アップグレードさ
れたアプライアンス上では、既存の自己署名証明書がすべて保持されます。ユーザーが証明書認証機関の署名
入りの SHA1 証明書を持っている場合、その SHA1 証明書はアップグレード後も保持されます。強度の高い
証明書を再生成または再インポートするように促すアラートがユーザーに通知されます。
管理者パスワードのリセットおよび Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
S/キー：1 回限りのチャレンジ/レスポンスパスワードスキーム
サポートされる SSL 暗号スイート
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
ECDHE-RSA-AES256-SHA384
ECDH-ECDSA-AES256-SHA384
ECDH-RSA-AES256-SHA384
DHE-RSA-AES256-SHA256
AES256-SHA256
DH-RSA-AES256-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
DHE-RSA-AES128-SHA256
ECDH-ECDSA-AES128-SHA256
ECDH-RSA-AES128-SHA256
AES128-SHA256
DH-RSA-AES256-SHA
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DH-RSA-AES128-SHA
DH-RSA-AES128-SHA256
ECDHE-RSA-AES256-SHA
DHE-RSA-AES256-SHA
AES256-SHA
ECDHE-RSA-AES128-SHA
ECDH-RSA-AES128-SHA
DHE-RSA-AES128-SHA
AES128-SHA
DHE-DSS-AES128-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
ECDH-ECDSA-AES256-SHA
ECDH-RSA-AES256-SHA
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
ECDH-ECDSA-AES128-SHA
DHE-DSS-SEED-SHA
DH-RSA-SEED-SHA
DHE-RSA-SEED-SHA
CAMELLIA128-SHA
CAMELLIA256-SHA
PSK-AES256-CBC-SHA
SEED-SHA
DH-DSS-CAMELLIA256-SHA
DH-DSS-AES256-SHA
DHE-DSS-AES128-SHA
DH-DSS-AES256-SHA256
DH-RSA-CAMELLIA256-SHA
KRB5-IDEA-CBC-MD5
DH-DSS-AES128-SHA
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
DH-DSS-AES128-SHA256
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
PSK-AES128-CBC-SHA
DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
DHE-DSS-AES256-SHA256
DH-DSS-SEED-SHA
DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
DH-RSA-CAMELLIA128-SHA
DH-DSS-CAMELLIA128-SHA
KRB5-IDEA-CBC-SHA
DHE-DSS-AES256-SHA
IDEA-CBC-SHA
ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA
ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
サポートされる SSH 暗号スイート
SSH サービス

サポートされるアルゴリズムと暗号

暗号

aes256-ctr
aes256-cbc

表は続く
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SSH サービス

サポートされるアルゴリズムと暗号
aes192-cbc
aes192-ctr
aes128-ctr

メッセージ認証コード（MAC）

hmac-sha2-512
hmac-sha2-256
hmac-sha1
hmac-sha1-96
hmac-md5
hmac-md5-96

キー交換

ecdh-sha2-nistp384:384
diffie-hellman-group-exchange-sha256
ecdh-sha2-nistp256
ecdh-sha2-nistp521
diffie-hellman-group-exchange-sha1
diffie-hellman-group14-sha1
diffie-hellman-group1-sha1

ホストキーのアルゴリズム（クライ ssh-rsa:3072
アント用）
ssh-rsa:2048
ssh-rsa:4096
ssh-dss:1024
ecdsa-sha2-nistp384:384
ecdsa-sha2-nistp256:256
ecdsa-sha2-nistp521:521
ホストキーのアルゴリズム（HPE
OneView ホストキーのアルゴリズ
ム）

ssh-rsa:2048

表は続く
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SSH サービス

サポートされるアルゴリズムと暗号
ssh-dsa:1024

HPE OneView キーベースの認証

rsa:2048

サポートされる RabbitMQ 暗号スイート
ecdhe_ecdsa aes_256_cbc、sha384、sha384
ecdhe_rsa aes_256_cbc、sha384、sha384
ecdh_ecdsa aes_256_cbc、sha384、sha384
ecdh_rsa aes_256_cbc、sha384、sha384
dhe_rsa、aes_256_cbc、sha256
rsa、aes_256_cbc、sha256
ecdhe_ecdsa、aes_128_cbc、sha256、sha256
ecdhe_rsa、aes_128_cbc、sha256、sha256
dhe_rsa、aes_128_cbc、sha256
ecdh_ecdsa、aes_128_cbc、sha256。sha256
ecdh_rsa、aes_128_cbc、sha256、sha256
rsa、aes_128_cbc、sha256
ecdhe_rsa、aes_256_cbc、sha
dhe_rsa、aes_256_cbc、sha
rsa、aes_256_cbc、sha
ecdhe_rsa、aes_128_cbc、sha
ecdh_rsa、aes_128_cbc、sha
dhe_rsa、aes_128_cbc、sha
rsa、aes_128_cbc、sha
dhe_dss、aes_128_cbc、sha256
ecdhe_ecdsa、aes_256_cbc、sha
ecdh_ecdsa、aes_256_cbc、sha
ecdh_rsa、aes_256_cbc、sha
ecdhe_ecdsa、aes_128_cbc、sha
ecdh_ecdsa、aes_128_cbc、sha
dhe_dss、aes_128_cbc、sha
dhe_dss、aes_256_cbc、sha256
dhe_dss、aes_256_cbc、sha
ecdh_ecdsa、'3des_ede_cbc'、sha
ecdhe_ecdsa、'3des_ede_cbc'、sha
ecdhe_rsa、'3des_ede_cbc'、sha
ecdh_rsa、'3des_ede_cbc'、sha
インターコネクトでサポートされる SNMP 認証プロトコル
MD5
SHA1
SHA-256
SHA-384
SHA-512
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インターコネクトでサポートされる SNMP プライバシープロトコル
MD5
DES
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
トラップ転送でサポートされる SNMP 認証プロトコル
MD5
SHA1
SHA256
SHA384
SHA512
トラップ転送でサポートされる SNMP プライバシープロトコル
DES
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
SNMP サーバー管理
SNMP サーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3 が使用されます。使用する認証
プロトコルおよびプライバシープロトコルは、デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルによって異
なります。

アプライアンスからダウンロードできるファイル
次のデータファイルをアプライアンスからダウンロードできます。
•

サポートダンプ
デフォルトでは、サポートダンプ内のデータはすべて暗号化され、認定テクニカルサポートだけがアクセ
スできます。暗号化により、サポートダンプに含まれる顧客の機密データ（IP アドレス、IP アドレスプー
ル、ホスト名、および WWN など）がすべて保護されます。

•

バックアップファイル
バックアップファイル内のデータはすべて独自の形式で格納されています。組織のセキュリティポリシー
に従ってファイルを暗号化することをお勧めします。

•

監査ログ
セッション ID はログに記録されません。対応するログ ID だけがログに記録されます。パスワードや他の
機密データは記録されません。

アプライアンスからダウンロードできるファイル
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詳細情報
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HPE OneView でのスコープベースのアクセス制御のモデリング
操作内容

詳細情報

•

スコープベースのアクセス制御の実装

•

•

オンラインヘルプの「認可の問題に関するトラブ •
ルシューティング」
•
オンラインヘルプの「その他の操作」
•

•

•

ユーザーアカウントについて
パーミッションについて
ユーザーの役割について
スコープベースのアクセス制御について
スコープについて

スコープベースのアクセス制御について
HPE OneView では、ロールベースのアクセス管理（RBAC）メカニズムを使用して特権を定義し、ユーザー
アクセスを制御します。RBAC では、役割によって定義されたアクセス権が、リソースカテゴリ内のすべての
リソースに適用されます。スコープベースのアクセス制御（SBAC）は RBAC メカニズムの拡張版で、役割に
よって付与されたアクセス権をリソースのサブセットに制限できます。
スコープベースのアクセス制御を使用すると、ユーザーまたはディレクトリグループにパーミッションという
形式で特権を付与できます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役割によっ
て、リソースカテゴリ内のすべてのリソースに対してアクション（作成、読み取り、更新、削除、または使
用）を実行するアクセス権が付与されます。リソースで実行できる操作を制限するために、スコープにリソー
スを割り当てないか、1 つ以上のスコープに割り当てることができます。パーミッションの一部としてスコー
プを指定すると、役割により付与されるアクセス権が、リソースのサブセットに制限されます。ユーザーまた
はディレクトリグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。
詳細情報
スコープについて
スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック
スコープベースのアクセス制御に関する情報
スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス

スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック
1 つの HPE OneView 要求を認可するには、複数の認可チェックが必要な場合があります。たとえば、Update
認可チェックは、更新要求を受信すると必ず実行されます。さらに、Update 要求が新しい関連付けを形成す
る場合（サーバーハードウェアへのサーバープロファイルの割当、ネットワークセットへのネットワークの割
当、またはサーバープロファイルテンプレートへのボリュームテンプレートの割当など）、新しい関連付けの
作成を認可するには Use チェックが必要になります。サーバープロファイルの名前を変更するには 1 つの認
可チェック要求が必要ですが、サーバープロファイルにネットワークとボリュームを追加するための要求で
は、1 つの Update 認可チェックと 2 つの Use 認可チェックが必要です。1 つの Create 要求または Update
要求では、これらの複数の Use チェックは異なるパーミッションによって認可される可能性があります。
次のテーブルは、HPE OneView で実行される 5 つのタイプの認可チェックを示しています。
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操作

アクションセマン
ティック

認可チェックセマンティック

例

Create

リソースを作成す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Create 権限
を付与する必要があります。単一スコ
ープで制限されるパーミッションが、
Create 権限を付与する場合、リソース
はパーミッションスコープに割り当て
られます。複数のスコープのパーミッ
ションが、Create 権限を付与する場
合、希望するスコープを指定する必要が
あります。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーがサーバープロフ
ァイルを作成できるのは、テスト
スコープ内のみです。テストス
コープと実稼働スコープでサー
バー管理者が付与されたユーザ
ーの場合、ユーザーがサーバープ
ロファイルを作成できるのは、テ
ストスコープと実稼働スコープ
内のみです。

注記:
リソースの作成が、1 つまたは複数のス
コープのパーミッションによって許可
された場合、ユーザーがそのリソース
で操作を行うには、スコープの 1 つに
そのリソースを割り当てる必要があり
ます。
Delete

リソースを削除す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Delete 権限
を付与する必要があります。パーミッ
ションがスコープにより制限されてい
る場合、ユーザーが削除できるのは、そ
のパーミッションスコープに割り当て
られたリソースのみです。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーが削除できるの
は、テストスコープに割り当てら
れたサーバープロファイルのみ
です。

注記:
API のドキュメントで例外として特に
明記されていない限り、削除要求に対
してそれ以上の認可チェックは実行さ
れません。これには、データモデルを
一貫した状態にするために HPE
OneView で実行された操作（エンクロ
ージャーを削除する際のサーバーハー
ドウェアとインターコネクトの削除な
ど）が含まれます。詳しくは、HPE
OneView API リファレンスを参照して
ください。
Update

リソースを変更す
る権限を制御しま
す。これには、リソ
ースの状態の変更
が含まれます。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Update 権限
を付与する必要があります。パーミッ
ションがスコープにより制限されてい
る場合、ユーザーが更新できるのは、そ
のパーミッションスコープに割り当て
られたリソースのみです。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーが電源をオン/オ
フにできるのは、テストスコープ
に割り当てられたサーバーのみ
です。

表は続く
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操作

アクションセマン
ティック

認可チェックセマンティック

Read

リソースを表示す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Read 権限を
付与する必要があります。Read 権限に
はスコープによる制限がありません。

Use

1 つのリソースを別
のリソースに関連
付ける権限を制御
します。Use 権限
は、Create 操作ま
たは Update 操作
のコンテキストで
必ずチェックされ
ます。Use 権限は、
リソースが割り当
てられていない場
合はチェックされ
ません。

パーミッションによってユーザーに以
下の権限を付与する必要があります。

例外：associated
resource からテ
ンプレート（サーバ
ープロファイルテ
ンプレートやボリ
ュームテンプレー
トなど）を割当解除
するには、Use 権限
が必要です。

•

•

•

例

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーがサーバーハード
役割には、request resource カテ ウェアをサーバープロファイル
ゴリに対する Create 権限または
に割り当てるか、ネットワークを
ネットワークセットに割り当て
Update 権限が必要です。
ることができるのは、テストスコ
役割には、associated resource ープ内のみです。
カテゴリに対する Use 権限が必要で
ただし、サーバープロファイルで
す。
サーバーハードウェアを
パーミッションがスコープにより制 unassigned に設定した場合
限されている場合は、request
や、SAN ストレージボリューム
resource と associated
を削除した場合、Use チェックは
resource の両方をそのパーミッシ 実行されません。
ョンスコープに割り当てる必要があ
ります。

注記:
割当対象のリソースは associated
resource と呼ばれ、割当先のリソー
スは request resource と呼ばれま
す。

詳細情報
パーミッションについて
オンラインヘルプの「スコープページからのスコープへのリソースの割当」

スコープベースのアクセス制御に関する情報
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•

スコープによってユーザーの権限を制限せずに、引き続きロールベースのアクセス管理を使用することが
できます。HPE OneView では、All resources という表記を使用して、パーミッションがスコープによ
って制限されていないことを示します。All resources はスコープではありません。

•

認可チェックは、ユーザーが明示的に要求した変更に対してのみ実行されます。たとえば、ユーザーがサ
ーバーをサーバープロファイルに割り当てた場合、HPE OneView は、そのサーバープロファイルに対して
Update チェックを実行し、サーバーに対して Use チェックを実行します。それ以外の Use チェックは実
行されません。SBAC 認可セマンティックに詳細が記載されています。

•

一部のリソースカテゴリはスコープをサポートしていません。スコープチェックは、スコープをサポート
していないリソースカテゴリでは実行されません。スコープが有効なリソースのカテゴリに、スコープを
サポートするリソースのカテゴリがリストされます。

•

スコープが有効なリソースのうち、スコープに割り当てられていないものは、スコープによってパーミッ
ションが制限されていないユーザーのみが管理できます。たとえば、スコープによって権限が制限されて
いないインフラストラクチャ管理者は、すべてのリソースを管理できます。ただし、テストスコープでサ

スコープベースのアクセス制御に関する情報

ーバー管理者権限を付与されたユーザーは、テストスコープに割り当てられたリソースしか管理できませ
ん。
•

スコープオペレーターとスコープ管理者は、スコープを管理する権限をユーザーに付与します。これらの
役割によって付与される権限は、スコープによって制限される場合があります。ユーザーは、パーミッシ
ョンスコープに割り当てられたスコープのみを管理できます。たとえば、実稼働リソースを財務スコープ
またはマーケティングスコープに割り当てる権限をユーザーに付与するインフラストラクチャ管理者は、
以下を行う必要があります。
◦

ユーザーにパーミッションを割り当てます（スコープオペレーター、実稼働）。

◦

財務スコープとマーケティングスコープを実稼働スコープに割り当てます。

注記:
財務スコープを実稼働スコープに割り当てても、財務リソースは実稼働リソースに割り当てられません。
財務スコープインスタンスが実稼働スコープに割り当てられるだけです。財務スコープは実稼働スコープ
に割り当てられているため、ユーザーは財務スコープを更新できます。ユーザーは実稼働スコープに割り
当てられていないため、実稼働スコープを更新することはできません。パーミッションによって、パーミ
ッションスコープに割り当てられているリソースに権限を付与します。パーミッションスコープには権限
は付与されません。
•

ユーザーが開始した Create 要求の結果として検出または作成されたリソースは、要求について、ユーザ
ーが指定したスコープに割り当てられます。たとえば、
「論理エンクロージャーの作成」要求時に作成され
た論理インターコネクトは、論理エンクロージャーと同じスコープに割り当てられます。

•

HPE OneView によって自動で検出されたリソースはスコープに割り当てられません。必要に応じて、リソ
ースを明示的にスコープに割り当てる必要があります。
注記:
ハードウェアのセットアップユーザーに割り当てられた権限は、スコープによって制限されません。その
ため、ハードウェアのセットアップユーザーに明示的に追加されたリソース（ラックマウントサーバーな
ど）は、スコープに割り当てられません。
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スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス
手順については、アイコンをクリック

Design
1

2

3

Describe users and
groups who need
HPE OneView access

Determine the role
that best aligns with
the desired rights

Determine resource
to include in scopes
to restrict rights

Configure
4

5

6

Create permission
scopes

Assign resources
to scopes

Create user/group accounts
and assign permission

7

Verify user rights

認可モデルの設計
認可モデルを設計するには、次の手順に従います。
1. HPE OneView へのアクセスが必要なユーザーとグループの識別
2. 必要な権限に最も合う役割の特定
3. 権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定
モデルを定義する際は、要件を絞り込みながらこれらの手順を反復しなければならない場合があります。

HPE OneView へのアクセスが必要なユーザーとグループの識別
1. HPE OneView にアクセスする必要があるユーザーとグループのリストを作成します。
2. 同じ権限が必要なユーザーのカテゴリを識別します。たとえば、HPE OneView への読み取り専用アクセス
が必要な IT マネージャー、HPE OneView へのフルアクセスが必要な IT シニアスタッフ、テストサーバー
でファームウェアをアップグレードする必要があるテストエンジニアなどです。
3. データの取得または操作の実行のために、HPE OneView API を使用しているスクリプトまたはクライアン
トアプリケーションを識別します。たとえば、HPE OneView への読み取りアクセスが必要なインベントリ
レポートアプリケーションや日次クリティカルアラートレポートアプリケーションなどです。
詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：ユーザーとグループの特定
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スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス

必要な権限に最も合う役割の特定
ユーザーとグループを特定したら、以下の操作を行います。
1. ユーザーのクラスごとに、必要な特権に最も近い HPE OneView の役割を決定します。必要な権限を付与
する最低限の特権を見つけることを目指す必要があります。ユーザーの役割の操作特権は、各役割によっ
て付与される権限に関する詳細を示します。
2. 役割によって付与される権限をスコープによって制限する必要があるかどうか決定します。
3. ユーザーのクラスごとに、ユーザーが実行できるアクションを識別します。権限の作成、削除、または更
新を要する操作に注目します。
4. ユーザーが管理できる HPE OneView リソースのカテゴリを特定します。
5. ユーザーが実行してはならない操作を検討します。
役割の定義では、さまざまなセカンダリリソースカテゴリに権限が付与されます。役割の定義内でセカンダリ
リソースカテゴリに割り当てられる権限は、主なリソースカテゴリに割り当てられる権限と合致するように定
義されます。HPE OneView のメインメニューにリストされたカテゴリに注目します。次のテーブルにマッ
ピングを示します。
HPE OneView のメインメニュー

関連する役割のカテゴリ名

ファームウェアバンドル

ファームウェアドライバー

インターコネクト

インターコネクト、SAS インターコネクト

Logical Interconnect Groups

logical-interconnect-groups、sas-logical-interconnect-groups

論理インターコネクト

論理インターコネクト、SAS 論理インターコネクト

ネットワーク

Ethernet ネットワーク、FCOE ネットワーク、FC ネットワーク

電力供給デバイス

電源デバイス

SAN Manager

FC デバイスマネージャー

SAN

FC SAN

設定

アプライアンス

ユーザーおよびグループ

ユーザー、grouptorolemappings

ボリュームテンプレート

ストレージボリュームテンプレート

ボリューム

ストレージボリューム

許可したくない操作を実行する権利をユーザーに付与する役割は、考慮から除外することができますが、この
時点では、まだその役割を考慮から除外しないでください。カテゴリでスコープがサポートされている場合
は、スコープ制限を使用して、ユーザーがその操作（作成以外）を実行することを防ぐことができる可能性が
あります。
詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：最適な HPE OneView 役割を決定する
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権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定
注記: スコープによって制限しないパーミッションの場合は、この手順を省略できます。
1. 権限を制限するために使用するパーミッションスコープに含める必要がある一連のリソースを定義しま
す。
2. スコープをサポートするリソースのカテゴリを識別します。スコープが有効なリソースのカテゴリに、ス
コープをサポートするリソースのカテゴリがリストされます。
注記:
•

HPE OneView では、スコープが有効ではないリソースのカテゴリ内のリソースに対しては役割パーミ
ッションだけがチェックされます。

•

スコープベースのアクセス制御の認可セマンティクスによって、スコープにリソースを割り当てる必要
性が促進されます。

詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：パーミッションスコープの定義

認可モデルの構成
HPE OneView で認可モデルを構成するには、以下の手順に従ってください。
1. スコープを 作成します。
2. スコープページまたはリソースページから、スコープにリソースを割り当てます。
3. 特殊なアクセス権を持つローカルユーザーを追加するか、ディレクトリベース認証を使用してグループを
追加します。
4. ユーザーに定義された権限が予想どおりであることを確認します。

スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
このセクションでは、シナリオの例を使って、スコープベースのアクセス制御を使用してアクセスを制限する
方法について説明します。このシナリオでは、X 社が仮想マシン（VM）およびベアメタルサーバーの両方で
クラウドベースのパイロットプロジェクトを立ち上げます。
1 つの HPE OneView アプライアンスが、両方の環境をホストするように構成されています。社内 IT は、ハー
ドウェアのサポートに加えて、共有インフラストラクチャコンポーネントの管理を担当します。VM クラウド
IT は、VM クラウド環境の管理を担当します。サービス（SRV）クラウド IT は、ベアメタルサーバーの予約
プロセスの管理を担当します。財務と人事（HR）のユーザーは、ベアメタルサーバーのコンシューマーです。
これら 5 つのグループはすべて、HPE OneView へのアクセスを必要とします。ソリューションは、割り当て
られているリソースのみをユーザーが管理できるようにする必要があります。
3 つのエンクロージャーのあるラックは、VM クラウドパイロット専用に使用されます。2 つのエンクロージ
ャーのあるラックは、SRV クラウドパイロット専用に使用されます。財務部門と人事部門には、SRV クラウ
ドパイロットに割り当てられているエンクロージャー内のサーバーが割り当てられます。
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詳細情報
例：ユーザーとグループの特定
例：最適な HPE OneView 役割を決定する
例：パーミッションスコープの定義

例：ユーザーとグループの特定
社内 IT は、VM クラウド IT、SRV クラウド IT、および企業セキュリティと連携して、HPE OneView へのア
クセスを必要とするグループを特定します。5 つの部門（社内 IT、財務、人事、SRV クラウド IT、および VM
クラウド IT）に所属するユーザーは、HPE OneView アプライアンスにアクセスする必要があります。社内 IT
および VM クラウド IT のユーザーは、職務別に分類されます。職務ごとに異なる権限があります。
次のテーブルは、この演習の結論をまとめています。
部門

職務

責任

社内 IT

シニア技術者

HPE OneView アプライアンスとすべての管理リソース

社内 IT

サーバー管理者

すべてのサーバーのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

すべてのネットワークリソース

社内 IT

ストレージ管理者

すべてのストレージリソース

財務

OS およびアプリケー 財務部門に割り当てられたサーバー上で動作する OS とアプリ
ション管理者
ケーション

人事

OS およびアプリケー 人事部門に割り当てられたサーバー上で動作する OS とアプリ
ション管理者
ケーション

SRV クラウド IT

サーバークラウド管
理者

SRV クラウドのプロビジョニングと割当プロセス

VM クラウド IT

サーバー管理者

すべての VM クラウドサーバーのリソース

VM クラウド IT

ネットワーク管理者

すべての VM クラウドネットワークリソース

例：ユーザーとグループの特定
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例：最適な HPE OneView 役割を決定する
社内 IT サーバー管理者、ネットワーク管理者、およびストレージ管理者の職務は、それらと似た名前の HPE
OneView 役割で定義された権限と合致します。社内 IT シニア技術者は、アプライアンスに対して完全なアク
セス権を持っています。社内 IT 管理者に割り当てられるアクセス権は、スコープによって制限されません。
社内 IT ユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

社内 IT

シニア技術者

インフラストラクチャ管理者

すべてのリソース

社内 IT

サーバー管理者

サーバー管理者

すべてのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

すべてのリソース

社内 IT

ストレージ管理者

ストレージ管理者

すべてのリソース

VM クラウド IT 管理者には、HPE OneView リソースの管理経験があります。社内 IT と同様に、VM クラウド
IT サーバー管理者と’ネットワーク管理者の職務も、それらと似た名前の HPE OneView 役割で定義された権
限と合致します。クラウド IT 管理者に割り当てられる権限は、VM クラウドに割り当てられたリソースに制
限されます。
社内 IT では、このほかに次のような留意事項を特定しました。
•

データセンター、ラック、電力供給デバイス、および非管理デバイスはスコープによって制限されません。
サーバー管理者の役割は、上述の各リソースカテゴリに対して Create、Read、Update、および Delete
権限を付与します。このパイロットでは、電力供給デバイスも非管理デバイスも HPE OneView で管理さ
れていません。データセンターリソースとラックリソースへの変更は、インパクトが少ないものと見なさ
れます。社内 IT 部門は、VM クラウド IT 管理部門と話し合った結果、ユーザーがデータセンターリソース
またはラックリソースを変更しないようにする責任を持つことに同意しました。

•

SAN マネージャー、SAN、およびストレージシステムは共有リソースと見なされ、社内 IT が専属で管理
します。VM クラウド IT ユーザーに、ストレージ管理者の権限を付与してはなりません。

•

VM クラウド IT 管理者は、社内 IT が作成したボリュームテンプレートを使用した場合にのみ、ボリューム
を作成できます。この要件は、スコープを使用して強制できます。ボリュームを作成するときに、ユーザ
ーは、ボリュームテンプレートまたはストレージプールのいずれかを選択する必要があります。VM クラ
ウド IT のパーミッションはスコープで制限され、Use チェックでは、VM クラウドスコープでボリューム
テンプレートとストレージプールのみを選択できます。承認されたボリュームテンプレートのみが VM ク
ラウドスコープ内に配置されます。VM クラウドスコープには、ストレージプールは割り当てられません。

VM クラウド IT ユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

VM クラウド IT

サーバー管理者

サーバー管理者

VM クラウド

VM クラウド IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

VM クラウド

SRV クラウド IT 管理者は、HPE OneView での経験が比較的少ないため、SRV クラウドエンクロージャーの
管理責任は、社内 IT が負います。ただし、SRV クラウド IT は、SRV クラウドのプロビジョニングと予約プ
ロセスを担当します。
ここでは、SRV クラウド予約プロセスに関する高レベルの概要を示します。
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SRV IT

Work request
New Server

HPE OneView
2
1

4

3
Finance Scope

Finance Users
Server Profile
Server Hardware
HPE OneView

この図は、以下のことを示しています。
1. 部門（たとえば財務）ユーザーは、SRV クラウド IT に新しいサーバーの要求を送信します。
2. SRV IT のメンバーは、HPE OneView で、SRV クラウドスコープに割り当てられた使用可能なサーバーを
使用してサーバープロファイルを作成します。
3. SRV IT のメンバーは、サーバーを要求している部門にサーバープロファイルと物理サーバーを割り当てま
す。
4. これで部門ユーザーは、HPE OneView を使用してサーバーを管理できるようになります。
フローで示したように、SRV クラウド IT にはサーバープロファイルに対する Create、Delete および
Update 権限が必要です。サーバープロファイルテンプレートを作成、削除、および更新する権限も要求して
います。このパイロットでは、SRV クラウドサーバーはローカルストレージのみを使用します。このサーバ
ーに対して、ボリュームの作成は許可しないでください。
社内 IT は HPE OneView 役割定義を分析し、サーバープロファイルの設計者の役割が最適であることを特定
しました。サーバープロファイルの設計者の役割は、次の権限を付与します。
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カテゴリ

権限

分析

ラベル

Create、Read、Update、Delete

SRV IT ユーザーは、役割ごとに Update 権
限が許可されたカテゴリ内の任意のリソー
スにラベルを割り当てることができます。
（任意のサーバーハードウェアにラベルを割
り当てるなど）。ラベルは、IT、VM IT クラ
ウド、または SRV IT クラウドオペレーショ
ンの制御には使用されないため、この権限を
ユーザーに付与することは問題と見なされ
ません。

ネットワークセッ
ト

Create、Read、Update、Delete

SRV IT は、SRV クラウドスコープ内でネッ
トワークセットを作成できます。

サーバーハードウ
ェア

Read、Update

希望の特権と合致します。

サーバープロファ
イルテンプレート

Create、Read、Update、Delete

希望の特権と合致します。

サーバープロファ
イル

Create、Read、Update、Delete

希望の特権と合致します。

ボリューム

Create、Read、Update、Delete

スコープは、SRV IT がボリュームを管理す
ることを防止するために使用できます。
SRV IT がボリュームを作成するには、ボリ
ュームテンプレートまたはストレージプー
ルを SRV クラウドスコープに割り当てる必
要があります。ボリュームを更新または削
除するには、SRV クラウドスコープにその
ボリュームを割り当てる必要があります。

さらに SRV クラウド IT は、SRV クラウドリソースを人事スコープおよび財務スコープに割り当てる必要が
あります。スコープオペレーターの役割は、スコープにリソースを割り当てる権限をユーザーに付与します。
この権限は、SRV クラウドリソースに制限する必要があります。SRV クラウド IT ユーザーには、両方のパー
ミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

サーバープロファイル設計者

SRV クラウド

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

スコープオペレーター

SRV クラウド

財務ユーザーおよび人事ユーザーは、所属部門に割り当てられたサーバーとサーバープロファイルのみを更新
できます。
サーバープロファイルオペレーターの権限は、希望の財務権限および人事権限と合致します。次のテーブル
は、社内 IT が実行した分析の結果を示しています。

220

HPE OneView 4.0 for VM のセキュリティ

カテゴリ

権限

分析

ラベル

Create、Read、Update、Delete

スコープでは、ラベルに対する操作は制限さ
れません。ユーザーの承認されたスコープ
外のリソースに対するラベルの追加や削除
の能力は、リスクと見なされません。

サーバーハードウェ
ア

Read、Update

希望の特権と合致します。

サーバープロファイ
ル

Read、Update

希望の特権と合致します。

人事ユーザーおよび財務ユーザーには以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

財務

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオ
ペレーター

財務

人事

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオ
ペレーター

人事

例：パーミッションスコープの定義
前の手順で、社内 IT は 10 のパーミッションを特定しました。6 つのパーミッションは、4 つのスコープによ
って制限されます。社内 IT は、VM クラウド、SRV クラウド、人事、および財務という 4 つのスコープを作
成する必要があります。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

社内 IT

シニア技術者

インフラストラクチャ管理者

すべてのリソース

社内 IT

サーバー管理者

サーバー管理者

すべてのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

すべてのリソース

社内 IT

ストレージ管理者

ストレージ管理者

すべてのリソース

財務

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオペレ
ーター

財務

人事

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオペレ
ーター

人事

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

サーバープロファイル設計者

SRV クラウド

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

スコープオペレーター

SRV クラウド

VM クラウド
IT

サーバー管理者

サーバー管理者

VM クラウド

VM クラウド
IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

VM クラウド

VM クラウド IT は、エンクロージャーの管理を担当します。次のテーブルは、VM クラウドスコープに割り当
てる必要があるリソースを特定するために、社内 IT によって実施された分析の結果をまとめたものです。
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操作

分析

ネットワークの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。SAN は共有リソースと見なされ、スコープによって制限されません。
VM クラウド IT は、ファイバーチャネル（FC）および Fibre Channel over
Ethernet（FCoE）ネットワークに SAN を割り当てることができます。

ネットワークセットの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウド IT が作成したネッ
トワークを VM クラウドネットワークセットに割り当てることです。

Logical Interconnect
Groups の作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウドによって作成され
たネットワークをアップリンクセットに割り当てることです。

エンクロージャーグループ
の作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウド IT が作成した
Logical Interconnect Groups をエンクロージャークループに割り当てることで
す。

論理エンクロージャーの作
成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。この操作中に作成された論理インターコネクトは、VM クラウドスコー
プに自動的に追加されます。VM クラウド IT は、VM クラウドパイロットに割
り当てられているエンクロージャーにアクセスする必要があります。社内 IT
は、VM クラウドスコープに 3 つのエンクロージャーを割り当てる必要があり
ます。ファームウェアバンドルはスコープによって制限されるため、VM クラ
ウド IT は承認されているファームウェアバンドルにアクセスする必要があり
ます。社内 IT は、VM クラウドスコープに、認可されているファームウェアバ
ンドルを割り当てる必要があります。

インターコネクトの電源オ
ン/オフ/更新

社内 IT は、VM クラウド IT が VM クラウドインターコネクトを管理できるよ
うに、VM クラウドスコープに VM クラウドエンクロージャー内のインターコ
ネクトを割り当てる必要があります。

ドライブエンクロージャー
の電源オン/オフ/更新

社内 IT は、VM クラウド IT が VM クラウドエンクロージャー内のドライブエ
ンクロージャーを管理できるように、VM クラウドスコープにドライブエンク
ロージャーを割り当てる必要があります。

コンソールの起動、サーバ 社内 IT は、VM クラウドスコープに VM クラウドエンクロージャー内のブレー
ーハードウェアの電源オン/ ドを割り当てる必要があります。
オフ/リセット/更新
サーバープロファイルテン
プレートの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT は、サーバープロファイルテンプレートにリソースを割
り当てるために、ファームウェアバンドル、ネットワーク、ネットワークセッ
ト、およびボリュームテンプレートにアクセスする必要があります。社内 IT
は、VM クラウドスコープに、認可されているボリュームテンプレートを割り
当てる必要があります。このパイロットでは、イメージストリーマーを構成し
ません。そのため、OS 展開プランにアクセスする必要はありません。

サーバープロファイルの作
成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT には、上記で付与された権限に加えて、サーバーハード
ウェアへのアクセス権が必要です。

社内 IT は、SRV クラウドスコープについても同様の分析を実施しました。SRV クラウド IT ユーザーは、サ
ーバーに関連する操作だけを実行できます。次のテーブルは、その結果をまとめたものです。
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操作

分析

コンソールの起動、サーバ 社内 IT は、SRV クラウドスコープに SRV クラウドエンクロージャー内のブレ
ーハードウェアの電源オン/ ードを割り当てる必要があります。
オフ/リセット/更新
サーバープロファイルテン
プレートの作成

SRV クラウド IT によって作成され、SRV クラウドスコープに自動的に追加さ
れます。SRV クラウド IT は、サーバープロファイルテンプレートにリソース
を割り当てるために、ファームウェアバンドル、ネットワーク、およびネット
ワークセットにアクセスする必要があります。
社内 IT は、SRV クラウドスコープにファームウェアバンドル、ネットワーク、
およびネットワークセットを割り当てる必要があります。

サーバープロファイルの作
成

SRV クラウド IT によって作成され、SRV クラウドスコープに自動的に追加さ
れます。SRV クラウド IT には、上記で付与された権限に加えて、サーバーハ
ードウェアへのアクセス権が必要です。

人事スコープと財務スコー
プへの SRV クラウドリソ
ースの割り当て

スコープにリソースを割り当てるときは、Update と Use の両方の権限チェッ
クが実行されます。たとえば、人事スコープにブレードを割り当てる場合、
SRV クラウド IT には人事スコープに対する Update 権限、およびサーバーハ
ードウェアに対する Use 権限が必要です。また、SRV クラウドスコープに人
事スコープとブレードの両方を割り当てる必要があります。SRV クラウド IT
ができる唯一のことは、人事スコープと財務スコープを更新することです。ス
コープにリソースを割り当てる場合に、階層という概念はありません。スコー
プに対してスコープを割り当てると、そのスコープで実行できる操作は制限さ
れますが、どちらのスコープに割り当てられているリソースへのアクセス権に
も影響はありません。
社内 IT は、SRV クラウドスコープに人事スコープと財務スコープのインスタ
ンスを割り当てる必要があります。

最後に、社内 IT は、人事スコープと財務スコープの分析を実施します。
操作

分析

コンソールの起動、サーバ SRV クラウド IT は、人事スコープと財務スコープに対する SRV クラウドサー
ーハードウェアの電源オン/ バーハードウェアの割当を担当します。
オフ/リセット/更新
サーバープロファイルのア
ップデート

SRV クラウド IT は、人事スコープと財務スコープに対する SRV クラウドサー
バープロファイルの割当を担当します。また、人事スコープと財務スコープに
SRV クラウドファームウェアバンドルを割り当てることもできます。SRV ク
ラウド IT は、人事ユーザーと財務ユーザーがサーバーファームウェアを更新
できようにするかどうかについてまだ話し合っています。

要約すると、パイロットの認証モデルでは、4 つのパーミッションスコープと、パーミッションが関連付けら
れた 9 つのディレクトリグループアカウントを定義します。
パーミッションスコープ

社内 IT によってスコープに明示的に割り当てられるリソース

財務

なし

人事

なし

表は続く
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パーミッションスコープ

社内 IT によってスコープに明示的に割り当てられるリソース

SRV クラウド

SRV クラウドパイロット専用の 2 つのエンクロージャーに格納されたブレー
ド。
SRV クラウド IT での使用が承認されたファームウェアバンドル。
SRV クラウド IT での使用が承認されたネットワーク。
財務スコープと人事スコープのリソースインスタンス。これは、SRV クラウド
IT が財務スコープと人事スコープに SRV クラウドリソースを割り当てるうえ
で必要です。

VM クラウド

VM クラウドパイロット専用の 3 つのエンクロージャー。
3 つのエンクロージャーに格納されたブレード。
3 つのエンクロージャーに格納されたインターコネクト。
3 つのエンクロージャーに格納されたドライブエンクロージャー。
VM クラウド IT での使用が承認されたファームウェアバンドル。
VM クラウド IT での使用が承認されたボリュームテンプレート。

ディレクトリグループ

パーミッション

CorpIT-FULL

（インフラストラクチャ管理者、すべてのリソース）

CorpIT-NA

（ネットワーク管理者、すべてのリソース）

CorpIT-SA

（サーバー管理者、すべてのリソース）

CorpIT-StA

（ストレージ管理者、すべてのリソース）

Finance-Admins

（サーバープロファイルオペレーター、財務）

HR-Admins

（サーバープロファイルオペレーター、人事）

SRVCloudIT-Admins

（サーバープロファイル設計者、SRV クラウド）、（スコープオペレーター、
SRV クラウド）

VMCloudIT-SA

（サーバー管理者、VM クラウド）

VMCloudIT-NA

（ネットワーク管理者、VM クラウド）

証明書の管理
HPE OneView では、HTTPS を使用して、管理対象デバイスおよびリモートサーバーと通信します。HTTPS
は、トランスポート層セキュリティ（TLS）に基づいています。HTTPS と TLS には以下の利点があります。
•

機密保持：データは、対称キー暗号方式を使用して回線上で暗号化されます。

•

メッセージの完全性：セキュアハッシュ関数により完全性が確保されます。

•

認証：HPE OneView は、HTTPS 接続のリモートエンドポイントを認証します。公開キー暗号方式は、
HTTPS および TLS の認証に使用されます。

公開キー暗号方式では、公開キーと秘密キーのペアを使用してデータを暗号化および解読します。公開キーシ
ステムでは、デジタル証明書は公開キーの所有権、およびそのキーに許容される用途（デジタルシグネチャ
ー、証明書の署名、暗号化など）を証明します。
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HPE OneView は、正式な公開キーインフラストラクチャ（PKI）において、自己署名証明書と認証機関
（CA）発行証明書の両方の使用をサポートしています。それぞれのセキュリティモデルは異なり、以下の各セ
クションで説明されています。
•

Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立

•

HPE OneView とリモートデバイス間の信頼の確立

•

証明書失効リスト

•

デバイス固有の証明書の処理

•

証明書の検証の有効化と無効化

•

オンラインヘルプの「クライアントの証明書を使用した Two-factor 認証」

Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立
HPE OneView アプライアンスにログインすると、アプライアンス証明書がブラウザーのトラストストアに存
在しないというセキュリティ警告が表示されることがあります。アプライアンスで自己署名証明書と認証機
関（CA）証明書のどちらを使用しているかに応じて、次の手順に従って証明書を検証します。
•

自己署名証明書
1. コンソールから HPE OneView の設定 > セキュリティ > 証明書画面を使用して、アプライアンス証明
書の指紋を表示します。
2. 指紋が HPE OneView への接続時にブラウザーで表示されるものと一致することを確認します。指紋
が一致する場合は、ブラウザーのトラストストアに HPE OneView 証明書を保存します。
注記:
HTTPS を使用せずにアプライアンスコンソールにアクセスしてアプライアンスの自己署名証明書を表示
するには、ノートパソコンまたはキーボード、モニター、およびマウスを Synergy フレームに接続します。

•

CA 署名済み証明書
CA ルート、および HPE OneView 証明書に署名した適切な中間証明書をブラウザーのトラストストアに追
加します。
注記:
HPE OneView では、CA 署名済みアプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際に、アプラ
イアンスの CA 署名済み証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書も HPE OneView に
インポートする必要があります。

HPE OneView とリモートデバイス間の信頼の確立
HTTPS クライアントまたは TLS クライアントと HTTPS サーバー間のセッションは、クライアントおよびサ
ーバーが適切な証明書を交換できる場合にのみ、安全と見なされます。たとえば、HPE OneView サーバーが
サーバー iLO と通信する場合、HPE OneView はクライアントに、iLO はサーバーになります。セキュアな接
続を確保するには、HPE OneView は、ローカルトラストストアに適切な iLO 証明書（iLO 自己署名証明書、
または PKI 環境で iLO 証明書の署名に使用された CA ルート証明書と中間証明書）を持っている必要がありま
す。

Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立
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注記:
HPE OneView では、CA 署名済みアプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際に、アプライ
アンスの CA 署名済み証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書も HPE OneView にイン
ポートする必要があります。
詳細情報
認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼
スクリプトを使用した PKI または CA ベースの信頼の有効化
ユーザー確認済みの初期信頼
自動初期信頼

認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼
認証機関（CA）または公開キーインフラストラクチャベースの信頼アプローチでは、組織で公開キーインフ
ラストラクチャ（PKI）が確立されていることを前提としています。PKI は、デジタル証明書の作成、管理、
配布、使用、保存、失効、および公開キー暗号化の管理に必要な一連の役割、ポリシー、手順です。
共通の信頼ルートに基づく HPE OneView とデバイス間のセキュアな通信のためには、HPE OneView がデバ
イスと通信する前に、管理者は次のことを行う必要があります。
•

組織の PKI で必要とされる CA 発行のルート証明書および中間証明書を HPE OneView にアップロードし
ます。これらの証明書は CA によって発行されたすべての証明書の信頼ルートを形成します。管理者は、
CA ルート証明書および中間証明書とともに、該当する証明書失効リスト（CRL）もアップロードする必要
があります。

•

各リモートデバイスに安全に接続します。これは通常は、管理 LAN に接続する前に、デバイスに接続する
ことによって行います（デバイスがプライベートネットワークセグメント上で孤立している場合など）。

•

各デバイスの証明書署名要求（CSR）を取得します。
各種デバイスのサポートについては、Hewlett Packard Enterprise Information Library の HPE OneView
のサポートマトリックスを参照してください。

•

認証機関による CSR への署名を取得します。

•

各デバイスに取得した証明書をアップロードします。

HPE OneView とデバイス間のすべての通信は、共通の信頼ルートのために安全になりました。通常、デバイ
スの CA 署名済みリーフ証明書を HPE OneView トラストストアに追加する必要はありません。デバイスの
すべてのデバイスの信頼を検証するために必要なのは、ルート証明書および中間証明書（存在する場合）のみ
です。ただし、検出されたデバイスで CA 署名済み証明書が使用されていて、ユーザーが CA ルート証明書お
よび該当する中間証明書を HPE OneView トラストストアに追加する前に、デバイスとの通信が発生した場合
は、そのデバイスの CA 署名済みリーフ証明書が自動的にトラストストアに追加され、自己署名証明書として
扱われます。
HPE Synergy 環境では、コンポーザー、フレームリンクモジュール、およびコンピューティングモジュール
iLO へのセキュアな接続を最も簡単に行うことができるのは、初期のフレームリンクトポロジが管理 LAN に
接続される前です。また、既存のフレームリンクトポロジに新しいフレームまたはコンピューティングモジュ
ールを追加する場合も、管理 LAN から接続を切断する必要があります。代わりに、自動初期信頼アプローチ
を使用して新しいデバイスの信頼を確立してください。

スクリプトを使用した PKI または CA ベースの信頼の有効化
自己署名証明書を使用する環境で作業する場合は、HPE OneView REST API を使用して、CA 署名済み証明書
へのスクリプトベースの移行を容易にします。
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認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼

たとえば、エンクロージャー、フレームリンクモジュール、およびアプライアンスのすべてでは、CSR を生
成して、結果として得られる CA 署名済み証明書と CRL をアップロードするための REST API が提供されて
います。
REST API について詳しくは、REST API のオンラインヘルプを参照してください。

ユーザー確認済みの初期信頼
ユーザー確認済みの初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用するデバイスに適用されます。HPE
OneView は、証明書の指紋を含むデバイスの証明書を表示します。この指紋は、安全なアウトオブバンドの
方法でデバイスから取得したものと比較できます。HPE OneView で表示されるデバイスの指紋が、アウトオ
ブバンドのアプローチで取得した指紋と一致する場合は、そのデバイスが信頼済みであり、自己署名証明書を
HPE OneView トラストストアに追加しても安全であることが保証されています。
このセキュリティモデルの鍵となるのは、デバイスの証明書の指紋を安全に取得することです。自動初期信頼
で、この手順について説明します。

自動初期信頼
自動初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用し、検出プロセスを使用して HPE OneView に追加され
る、サーバーハードウェアやフレームリンクモジュールなどのデバイスに適用されます。
デバイスでの HTTPS 接続の初期セットアップ時に、HPE OneView によって、そのデバイスの自己署名証明
書が HPE OneView トラストストアに自動的に追加されます。このアプローチを中間者攻撃から保護するた
めに、分離されたネットワークセグメントで初期検出を行う必要があります。これ以外の方法を取った場合
は、後からアウトオブバンドでデバイスの証明書の真正性を検証する必要があります。真正性を簡単に検証で
きるかどうかは、デバイスによって異なります。このアプローチは、デバイスの証明書の指紋を安全に表示で
きるデバイスでのみ機能します。
注記:
証明書の自動追加は検出時にのみ行われます。自動初期信頼アプローチは、HPE OneView がデバイスと初め
て通信する場合にのみ使用されます。デバイスが検出または管理された後に、自己署名証明書が変更される
と、HPE OneView はそのデバイスと通信できなくなります。HPE OneView トラストストアにそのデバイス
の新しい証明書を追加するよう管理者に指示するアラートが生成されます。
証明書の指紋を安全に検証し、主要な HPE OneView デバイスの自己署名証明書をインポートするには、以下
の手順に従います。
•

以下のセクションに記載されているいずれかの方法を使用して、デバイスの証明書の指紋を安全に取得し
ます。

•

HPE OneView でデバイスが検出または追加されたら、取得した指紋を、HPE OneView トラストストアに
保存されているそのデバイスの証明書の指紋と比較します。設定 > セキュリティ > 証明書の管理画面を
使用して、HPE OneView トラストストアにある証明書を表示します。

•

指紋が一致した場合、HPE OneView とそのデバイスは安全に通信できます。

•

指紋が一致しない場合は、HPE OneView との初期通信セッションの後にデバイスの証明書が変更された
か、中間者攻撃を受けた可能性があります。

いくつかの例を以下に示します。
•

Synergy フレームリンクトポロジ
自己署名証明書のみを使用して HPE Synergy システムで初期信頼を確立するには、フレームリンクモジュ
ールを管理ネットワークに接続する前に、最初のフレームリンクトポロジのハードウェア検出を実行しま
す。すべてのデバイスが管理ネットワークから分離している場合は、中間者攻撃の可能性はなく、すべて
の自己署名証明書は HPE OneView トラストストアに安全に保存されています。

ユーザー確認済みの初期信頼
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注記:
このアプローチは、元のフレームリンクトポロジのセットアップ時にのみ適用できます。追加のフレーム、
リモートフレームリンクトポロジ、または追加のコンピューティングモジュールが挿入されたときは、自
動初期信頼アプローチを使用してそれらのデバイスの自己署名証明書を個別に検証する必要があります。
•

Synergy Gen10 コンピューティングモジュールの場合
SSH を使用して HPE OneView に接続し、次のコマンドを使用して各 iLO にシリアル接続して証明書の指
紋を取得します。
cd /map1/sslcert1/hpiLO
show
SSH 接続そのものを信頼するために、フレームリンクトポロジを管理ネットワークに接続する前に、
Synergy の初期構成時に HP OneView SSH ホストキーを保存する必要があります。このアプローチは、
iLO の「本番稼働」セキュリティモードになっているコンピューティングモジュールでのみ機能します。
他のアプローチでは、Gen9 コンピューティングモジュールのセクションに記載されているとおり、iLO を
管理ネットワークから分離する必要があります。

•

Synergy Gen9 コンピューティングモジュールの場合
Gen9 コンピューティングモジュールの場合、自己署名証明書を安全に取得する唯一の方法は、フレーム
をフレームリンクトポロジから分離し、管理ネットワークから接続を切断したときに、iLO に接続するこ
とです。iLO の管理ネットワークポートに Web ブラウザーが搭載されたデバイス（ノートパソコンなど）
を接続し、各 iLO にアクセスしてその証明書の指紋を表示します。

•

フレームリンクモジュール
フレームリンクモジュールのコンソールのユーザーインターフェイスに、その証明書の指紋が表示されま
す。フレームリンクモジュールは最初に自動的に信頼され、フレームリンクモジュールを工場出荷時設定
にリセットした後でも信頼されます。

HPE OneView の証明書
設定 > セキュリティ画面の証明書の管理オプションは、以下のタイプの証明書を表示します。
•

信頼済みの証明書：証明書の管理画面に表示されるすべての証明書は、HPE OneView によって信頼済みで
す。HPE OneView によって信頼済みの証明書はすべて、HPE OneView によって信頼済みの証明書や、
HPE OneView によって信頼済みの CA 署名済み証明書（ルートまたは中間 CA 証明書）に関連付けられた
デバイスおよびサーバーと安全に通信できます。
信頼済みとして表示される証明書には以下が含まれます。
◦

ルート CA 証明書：これらの証明書は、HPE OneView に事前にバンドルされているか、ユーザーによ
ってインポートされます。ルート CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、ルート CA 証
明書の CRL をアップロードする必要があります。

◦

中間 CA 証明書：これらの証明書は、HPE OneView に事前にバンドルされているか、ユーザーによっ
てインポートされます。中間 CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、中間 CA 証明書の
CRL をアップロードする必要があります。

◦

リーフレベルの証明書
– 自己署名証明書：自動ブラインドトラスト中に、アプライアンスのトラストストアに追加されるデ
バイス証明書です。これらの証明書は、ユーザーが直接インポートすることも、デバイス構成時に
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追加することもできます。CA 署名済み証明書とは異なり、自己署名証明書はホスト名検証や失効確
認の対象とはなりません。
– CA 署名済み証明書 通常、CA 署名済みリーフ証明書は、アプライアンスのトラストストアに保存さ
れません。ただし、自動ブラインドトラスト中、またはユーザーが信頼強制オプションを使用して、
リーフ証明書をトラストストアに強制的に追加した場合に保存されることがあります。その証明書
に署名した CA がアプライアンスに存在しない場合、アプライアンス内のこのような CA 署名済みリ
ーフ証明書は自己署名証明書と同様に扱われます。このような盲目的または強制的に信頼された
CA 署名済み証明書は、ホスト名検証や失効確認の対象となりません。
これらの証明書は、事前に HPE OneView にバンドルされている場合がありますが、ハードウェアが HPE
OneView によって検出および管理されるときに HPE OneView（システム）で行われる初期の自動信頼の
一部としてインポートされる場合も、ユーザーによってインポートされる場合もあります。

•

事前にバンドルされた証明書：HPE OneView には、次のタイプの証明書があらかじめバンドルされていま
す。
◦

内部ルート CA - インフラストラクチャ管理認証機関：ルート CA は、すぐに使える状態で HPE
OneView 4.0 にバンドルされています。HPE OneView 内の RabbitMQ メッセージバスサーバーが内部
で機能するために必要です。このルート CA は、RabbitMQ サーバーと RabbitMQ クライアント証明書
への署名のために内部で使用されます。内部のルート CA と RabbitMQ クライアント証明書は、AMQP
を使用して HPE OneView と通信する外部クライアントにインポートする必要があります。内部のル
ート CA または RabbitMQ 証明書は、証明書の管理画面には表示されませんが、REST API を使用して
利用できます。
注記:
HPE OneView 4.0 以降では、ユーザーは、外部の CA 署名済み証明書を RabbitMQ サーバー証明書およ
び RabbitMQ クライアント証明書用に使用できます。

◦

HPE OneView のリモートサポートで必要な CA 証明書：HPE OneView 内でリモートサポート機能を使
用する場合、HPE OneView と、HPE（https://api-support.hpe.com）によってホストされている 1 つ以
上のリモートサポートサーバー間の通信が確立されます。HPE によってホストされているリモートサ
ポートサーバーは、Symantec 中間 CA および Verisign ルート CA によって署名されたサーバー証明書
に関連付けられます。HPE OneView には、リモートサポートサーバーとの通信の信頼性とセキュリテ
ィを確保するために必要な次のルートおよび中間 CA 証明書があらかじめバンドルされています。
– Verisign ルート CA - VeriSign Class 3 パブリックプライマリ認証機関 - G5
– Symantec 中間 CA - Symantec クラス 3 セキュアサーバー CA - G4
– Verisign ルート CA - VeriSign ユニバーサルルート認証機関
– Symantec 中間 CA - Symantec クラス 3 セキュアサーバー SHA256 SSL CA

x509 v1 証明書：HPE OneView は古い x509 v1 証明書もサポートしています。これらの v1 証明書には、CA
証明書かどうかを判断するのに十分な情報が含まれていません。このような V1 証明書をアプライアンスに
インポートすると、CA 証明書として扱われます。ただし、アプライアンスをアップグレードする前に、v1 証
明書がアプライアンスにすでに存在する場合は、その v1 証明書はリーフ証明書と見なされます。このような
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アップグレード前の v1 証明書をルート証明書にする場合は、ルート証明書として見なすために、その証明書
をいったん削除してから再度追加する必要があります。

証明書失効リスト
認証機関の署名済み（CA）証明書は、以下の場合に失効することがあります。
•

CA が不正な証明書を発行した場合

•

サーバー証明書の秘密キーの整合性が損なわれた場合

失効した証明書に関する情報は、証明書失効リスト（CRL）として CA によって発行されます。証明書の CRL
ファイルは、証明書の CRL 配布ポイント（CRL DP）フィールドで指定されます。CRL は、HTTP を使用し
てアクセス可能であり、発行元の CA によってデジタル記号が付けられています。
HPE OneView では、ユーザーは CA からダウンロードした CRL ファイルをアプライアンスにインポートする
ことができます。その後、この CRL に対して CA によって署名されたすべての証明書が HPE OneView で検
証されます。CRL 自体に有効期限があるため、その前に、アプライアンスにアップロードする必要がありま
す。
証明書失効確認は、デフォルトで有効です。失効した証明書はアプライアンスにインポートできません。HPE
OneView では、失効した証明書を持つデバイスまたは外部サーバーとの TLS 通信はできません。
ただし、CA 発行の証明書が HPE OneView にインポートされていない場合、またはインポートされた CRL の
期限が切れている場合、証明書失効確認はデフォルトでスキップされます。設定 > セキュリティ画面で、こ
れらのデフォルトの動作を無効にして、厳密な失効確認を有効にすることができます。セキュリティのベスト
プラクティスは、厳密な失効確認を有効にすることです。
HPE OneView は、CRL が期限切れに近づくか、期限切れになった場合にアラートを発行します。デフォルト
では、これらの通知は無効になっています。Hewlett Packard Enterprise では、最新の CRL がアプリケーショ
ンに時間通りにアップロードされ、厳密な失効確認が行われるように、CRL 期限切れ通知を有効にすること
をお勧めしています。
www.hpe.com に属する証明書の CRL の失効チェックには、以下の CRL をアップロードする必要があります。
•

VeriSign Class 3 Public Primary CA

•

VeriSign ユニバーサルルート CA

•

Symantec Class 3 セキュアサーバー CA

•

Symantec Class 3 セキュアサーバー SHA256 SSL CA

HPE OneView オンラインヘルプの CRL の配付ポイントを見つけるでは、これらの証明書の CRL DP を検索
する方法について詳しく説明しています。

認定ステータスチェック
HPE OneView は、証明書のステータスを定期的にチェックします。スケジュールされたジョブが、HPE
OneView 内で毎正時に実行されます。HPE OneView トラストストア内にあるすべての証明書のステータス
（期限切れ、まもなく期限切れ、失効、または信頼できない）がチェックされます。
アラートが発生した場合は、それらの証明書に対して必要な対策を講じることができるように、アプライアン
スの設定 > セキュリティ画面にアラートが表示されます。

デバイスの自己署名証明書の有効期限チェック
HPE OneView では、管理対象デバイスとの通信中の自己署名証明書の有効期限チェックはデフォルトで無効
になっています。デバイス固有の証明書の処理に詳細が記載されています。デバイス証明書を修正するため
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に適切な措置をとると、設定 > セキュリティ画面で自己署名証明書の有効期限チェックを有効にすることが
できます。

デバイス固有の証明書の処理
HPE OneView が安全に通信する必要があるデバイスの中には、デバイス固有の証明書管理手順が必要なもの
があります。
Integrated Lights-Out の証明書

Integrated Lights-Out の証明書
HPE OneView では、HPE Integrated Lights-Out（iLO）のデフォルトの証明書を自己署名証明書として扱いま
す。この証明書は、HPE OneView トラストストアに追加され、リーフ証明書として扱われます。iLO 証明書
は、Hewlett Packard Enterprise 内部の認証機関、つまり「iLO デフォルト発行元（信頼しない）」によって署
名されます。これにより、ユーザーは自己署名証明書を信頼する危険性についての警告を受け、PKI ベースの
証明書に移行するよう促されます。
iLO では、証明書を格納するためのスペースが制限されています。CA 署名済み証明書を使用する場合、iLO
は、TLS ハンドシェイク時に中間証明書チェーンを HPE OneView に対して示しません。適切な HTTPS 接続
を確立するには、中間証明書が CA ルート証明書とともに、HPE OneView トラストストア内に存在する必要
があります。
iLO3 および iLO4 には、デフォルトの自己署名証明書がデフォルトで期限切れとなる問題についてのカスタマ
ーアドバイザリがあります。この場合、証明書の発効日の日付は、有効期限の日付よりも後になっています。
このアドバイザリでは、iLO ファームウェアをアップグレードし、証明書を修正するために必要な手順につい
て説明しています。
セキュリティ > 証明書画面では、管理者は自己署名証明書の有効期限チェックをスキップするかどうか制御
できます。このオプションにより、管理者は、有効期限の問題に対処しながら安全に iLO を管理することがで
きます。
この問題は、このアドバイザリに記載された iLO バージョンに加えて、iLO4 ベースの Synergy Gen9 コンピ
ューティングモジュールでも発生する可能性があります。
注記:
初回のシステムブート時に、iLO はデフォルトの自己署名証明書を作成します。iLO ホスト名を変更するか、
CA 署名済み証明書をロードする場合を除き、証明書は変更されません。

Onboard Administrator の証明書
デフォルトで、HPE Onboard Administrator（OA）は自己署名証明書を生成します。これらの証明書には以下
の情報が含まれていません。
•

完全修飾ドメイン名が含まれたサブジェクトフィールド、つまり共通名（CN）フィールド

•

サブジェクトの別名（SAN）フィールド

HPE OneView の特定のデバイスの識別情報に対して証明書をバインドできないため、デフォルトの証明書で
は、十分なセキュリティが提供されません。代わりに、PKI CA 署名済み証明書を使用するか、自己署名を使
用する必要がある場合は、新しい OA 自己署名証明書を作成して、以下の情報を手動で指定する必要がありま
す。
•

証明書の CN フィールドの完全修飾ドメイン名（FQDN）。

•

サブジェクトの別名フィールドに OA の IP アドレスに加えて、同じ FQDN。管理環境で使用されている有
効な OA IP（IPv4、IPv6、および IPv6 リンクローカル）がすべて含まれていることを確認してください。

デバイス固有の証明書の処理
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SAN フィールドの値を適切に指定する方法については、Onboard Administrator のオンラインヘルプを参照
してください。

証明書の検証の有効化と無効化
セキュリティ > 設定画面から証明書の検証を有効または無効にすることができます。
Hewlett Packard Enterprise は、証明書確認を無効にするのは、証明書確認が必要ないテスト環境の場合だけ
にすることを推奨します。証明書確認を無効にしている場合は、ローカル ユーザー アカウントだけを使用し、
エンタープライズディレクトリアカウントは使用しないでください。ディレクトリサーバーへの接続時に確
認が実行されないため、ユーザーディレクトリの認証情報が危険にさらされる可能性があります。証明書の検
証を無効にすると、アプライアンスは MITM（中間者）セキュリティ攻撃を受けやすくなります。そのため、
証明書の検証オプションを使用する場合は細心の注意を払ってください。
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ティ
セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス
次のテーブルには、物理環境と仮想環境両方に対して Hewlett Packard Enterprise が推奨するセキュリティの
ベストプラクティスの一部が記されています。セキュリティに関するベストプラクティスは、お客様やその特
定または固有の要件によって異なります。1 つのベストプラクティスのセットがすべてのお客様に該当する
わけではありません。
項目

ベストプラクティス

アクセス権
•

アプライアンスへのアクセスを制御します
◦

HPE サービスのアクセスを許可します

◦

インストール技術者がコンソールにアクセスできないように、ハードウェアのセッ
トアップ機能へのアクセスを無効にします

アカウント
•

ローカルアカウントの数を制限または無効化します。Microsoft Active Directory や
OpenLDAP などのエンタープライズディレクトリソリューションとアプライアンスを
統合します。パスワードの有効期限、複雑さ、履歴、およびローカルユーザーとグルー
プを無効にするためのエンタープライズディレクトリ機能を使用します

•

ローカルアカウントを使用する場合は、組み込み管理者アカウントを強化パスワードで
保護します。

•

組み込み管理者アカウントは使用しないでください。すべてのユーザーは、監査を容易
にするために、各自の認証情報を使用してログインする必要があります。

監査ログ
アプライアンス監査ログを定期的にダウンロードします。

表は続く
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項目

ベストプラクティス

証明書
•

信頼できる認証機関（CA）によって署名された証明書を使用します。
HPE OneView は証明書を使用して認証し、信頼関係を確立します。証明書を使用する
最も一般的な例が、Web ブラウザーから Web サーバーへの接続を確立するときです。
マシンレベルの認証は、SSL を使用して、HTTPS プロトコルの一部として実行されま
す。証明書は、通信チャネルの設定時にデバイスを認証する場合にも使用できます。
アプライアンスでは、自己署名証明書と CA 署名済みの証明書をサポートしています。
アプライアンスは最初、Web サーバー、および State Change Message Bus（SCMB）
の自己署名証明書で構成されています。
HPE OneView へのアクセスを保護するために使用される同じ CA 署名済みアプライア
ンス証明書は、SCMB サーバー証明書にも使用されます。クライアント証明書はデフォ
ルトで SCMB 用に使用できませんが、内部の HPE OneView CA または別の信頼済み
CA から生成できます。
Hewlett Packard Enterprise では、セキュリティニーズを調べ（つまり、リスク評価を
実行し）、信頼できる CA が署名した証明書の使用を検討することをお勧めします。
◦

企業の既存の CA を使用し、その信頼済みの証明書をインポートしてください。信
頼済みのルート CA 証明書は、HPE OneView と、HPE OneView が管理するハード
ウェアデバイスの両方に展開される必要があります。HPE OneView は、CA ベース
の証明書の検証を実行します。接続しているすべてのデバイスには、そのルート CA
によって信頼されている証明書が必要です。

◦

企業独自の認証機関がない場合は、商用 CA を使用することを検討してください。
信頼済みの証明書を提供するサードパーティ企業は多数あります。外部 CA を使用
して、特定のデバイスおよびシステム用に生成された証明書を取得し、これらの信
頼済みの証明書を、使用するコンポーネントにインポートする必要があります。

インフラストラクチャ管理者で証明書署名要求（CSR）を生成し、受信したらその証明
書をアプライアンス Web サーバーにアップロードできます。これにより、アプライア
ンスへの HTTPS 接続の完全性と信頼性を確保できます。証明書は SCMB 用にもアッ
プロードできます。
認証機関の使用(194 ページ)を参照してください。

表は続く
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項目

ベストプラクティス

ネットワーク
•

Hewlett Packard Enterprise では、プライベート管理 LAN を作成し、仮想 LAN または
ファイアウォール技術（またはその両方）を使用して本番環境 LAN とは別にしておく
こと（air-gapped として知られる）を推奨します。
◦

管理 LAN
認定された担当者にだけは、管理 LAN へのアクセスを許可します。たとえば、イン
フラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者およびサーバー管理者。

◦

本番環境 LAN
管理対象デバイスのすべての NIC を実務 LAN に接続します。

•

管理システム（コンポーザー、iLO など）をインターネットに直接接続しないようにし
ます。
インバウンドのインターネットアクセスが必要な場合は、ファイアウォールによる保護
を提供する、企業の仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してください。アウ
トバウンドのインターネットアクセス（たとえば、リモートサポート用）には、セキュ
アな Web プロキシを使用してください。Web プロキシ設定について詳しくは、オンラ
インヘルプの「リモートサポート登録の準備」もしくは「プロキシ設定の構成」を参照
してください。

パスワード
•

Hewlett Packard Enterprise では、Microsoft Active Directory や OpenLDAP などのエン
タープライズディレクトリと HPE OneView を統合し、メンテナンスコンソール以外の
HPE OneView のローカルアカウントを無効にすることをお勧めします。その後、エン
タープライズディレクトリはパスワードの有効期間、パスワードの複雑度、および最小
パスワードの長さなど、共通のパスワード管理ポリシーを適用できます。

•

アプライアンスのメンテナンスコンソールはローカル管理者アカウントを使用します。
Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスのメンテナンスコンソールアクセス
用のパスワードを設定することをお勧めします。

表は続く

HPE OneView 4.0 for HPE Synergy のセキュリティ
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項目

ベストプラクティス

パーミッション パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユ
ーザーアクセスを制御するために使用されます。インフラストラクチャ管理者は、パーミ
ッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディレクトリグループに権限を付与
します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役割は、リソ
ースカテゴリにアクセスを付与します。パーミッションについて詳しくは、HPE OneView
のオンラインヘルプを参照してください。

Two-Factor 認
証

•

役割：HPE OneView は、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクション
を記述する一連の役割を定義します。ユーザーまたはディレクトリグループに割り当
てられている役割は、アプライアンスによって管理されるリソースのカテゴリで操作を
実行する権利を付与します。インフラストラクチャ管理者の役割は、最高度のアクセス
用に予約しておく必要があります。オンラインヘルプの「ユーザーの役割について」を
参照してください。

•

スコープ：スコープを定義し、1 人または複数のユーザーの管理ドメインを表すリソー
スのサブセットを割り当てます。パーミッションのスコープを指定すると、その役割に
よって付与される権限が、特定のリソースインスタンスにさらに制限されます。したが
って、異なる役割を持つユーザーのパーミッションでは、一般的な範囲を使用するのが
妥当です。

HPE OneView では Two-Factor 認証をサポートしています。セキュリティを強化するた
めに Two-Factor 認証を展開します。

アップデート
•

http://www.hpe.com/support/e-updates で HPE OneView 速報にサインアップ

•

定期的に環境内のすべてのコンポーネントのアップデートをインストールします。

•

認可ユーザーにアプライアンスコンソールへのアクセスを制限することで、認可された
担当者のみが、アプライアンスへの特権アクセスを付与することができる HPE サービ
スリクエストを開始できます。

•

環境で侵入検知システム（IDS）ソリューションを使用している場合、そのソリューシ
ョンが仮想スイッチでネットワークトラフィックを認識できるようにする。

管理対象環境

HPE OneView のセキュリティ機能について
HPE OneView は、専用の HPE Synergy Composer（管理ソフトウェアがハードウェアに組み込まれている）
で実行します。HPE OneView の構成は、出荷時そのままで保護が強化されています。
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HPE OneView のセキュリティ機能について

高レベルの概要

コンソールアクセス

セキュリティが強化されたアプライアンス(182 ページ)

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御(202 ペー
ジ)

•

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプ 証明書
ラクティス(156 ページ)

•

ブラウザー以外のクライアント(200 ページ)

ユーザーアクセスおよび認証
•

複雑なパスワードについて(160 ページ)

•

ディレクトリサービス認証について(160 ページ)

•

アプライアンスアクセスの認証(184 ページ)

•

許可されたユーザーのアクセスの制御(189 ページ)

•

ログインセッションの作成(184 ページ)

•

ユーザーアカウントと役割の指定(189 ページ)

•

認証情報の保護(191 ページ)

•

Two-Factor 認証(185 ページ)

•

ブラウザーからの証明書の管理(194 ページ)

•

証明書の管理(224 ページ)

詳細情報
•

アプライアンスをセキュリティで保護するためのアル
ゴリズム(204 ページ)

•

HPE OneView で必要なポート(201 ページ)

•

アプライアンスからダウンロードできるファイル
(209 ページ)

•

監査ログについて(192 ページ)

証明書の検証について
HPE OneView は、アプライアンスと外部サーバーやデバイスの間のすべてのトランスポート層セキュリティ
（TLS）通信で証明書の検証を実行します。このチェックによって、リモートエンドポイントで機密性、完全
性、および認証が保証されます。
Hewlett Packard Enterprise は、本番環境において、証明書の検証を有効にすることを強くお勧めします。テ
スト環境など、セキュリティを問題にする必要のない環境では、必要に応じて証明書の検証を無効にすること
ができます。
証明書の検証を無効にすると、認証情報などの機密データが安全に送信されません。証明書の検証を無効にし
た場合は、エンタープライズログイン証明書がネットワーク経由で送信されないように、エンタープライズデ
ィレクトリベースのアカウントではなく、ローカル ユーザー アカウントだけを使用してください。

証明書の検証について
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注記:
以前のリリースからアップグレードした場合は、現在の監視対象または管理対象デバイスで使用されている証
明書が HPE OneView トラストストアにインポートされ、証明書の有効期限切れなどの問題に関するアラート
が生成されます。自動的に追加されたこれらの証明書は、デバイスの自己署名証明書、または認証機関（CA）
署名証明書のリーフ証明書のいずれかです。CA 署名証明書を使用すると、デバイス信頼プロセスが簡素化さ
れます。
証明書チェックはデフォルトで有効になっていますが、証明書に問題があるデバイスを含むすべてのデバイス
との通信を維持するために、厳密な有効性チェックの一部は緩和されます。緩和されるチェックには以下が含
まれます。
•

自己署名証明書の有効期限チェックは実行されない

•

認証機関（CA）署名証明書の証明書失効リスト（CRL）チェックが緩和される

チェックが緩和されることにより、管理者は、有効期限切れの証明書への対処、信頼済みの CA ルート証明書
と中間証明書のアップロード、および適切な CRL のアップロードを行う時間が得られます。
Hewlett Packard Enterprise は、必要に応じたエンタープライズセキュリティポリシーの更新が完了してから、
厳密な証明書の有効性チェックを有効にすることを強くお勧めします。証明書管理の詳細については、オンラ
インヘルプの「証明書の管理」を参照してください。
HPE OneView では、自己署名証明書を使用するデバイスと、正式な CA 署名証明書を使用するデバイスをサ
ポートしています。CA 署名証明書には、失効チェックや総合的な管理の簡素化などの利点があります。
HPE OneView では、CA の CRL ファイルをインポートして、トラストストア内の既存の証明書に対して、お
よび管理対象デバイスや外部サーバーとの通信中に受信した証明書に対して適切な失効チェックを実行でき
ます。
詳細情報：
•

オンラインヘルプの「証明書の管理」

•

オンラインヘルプの「証明書画面の詳細」

複雑なパスワードについて
管理者は、すべてのユーザーに複雑なパスワードの使用を求める Enforce complex password を使用できま
す。緊急ローカルログインが有効な場合、管理者には複雑なパスワードが必要です。オンラインヘルプの「複
雑なパスワードの有効化」を参照してください。
複雑なパスワード要件は、ユーザーが自分のパスワードを変更したりユーザーアカウントを作成したりすると
きに適用されます。
複雑なパスワードのルールは、HPE OneView で構成されているローカルユーザーにのみ適用されます。認証
ディレクトリサービスユーザーの場合、認証ディレクトリ構成によってパスワードの複雑性ルールが決定され
ます。

ディレクトリサービス認証について
外部エンタープライズディレクトリサービス（EDS）を使用すると、各ユーザーまたはユーザーグループを認
証し、シングルサインオン機能を提供できます。Two-Factor 認証を使用するには、エンタープライズディレ
クトリが必要です。グループ内の各ユーザーには、同じ役割（たとえば、インフラストラクチャ管理者）が割
り当てられます。エンタープライズディレクトリには、Active Directory や LDAP（Lightweight Directory
Access Protocol）を使用する企業ディレクトリなどがあります。Two-Factor 認証を行うには Active Directory
が必要です。
ディレクトリサービスを構成すると、グループ内のユーザーはアプライアンスにログインできるようになりま
す（または Two-Factor 認証が有効な場合は、スマートカードと PIN を使用できるようになります）。
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複雑なパスワードについて

ユーザー名とパスワードを使用してログインする場合は、ログインウィンドウで以下の操作を行います。
•

ユーザー名を入力します（通常は共通名属性（CN））。
ユーザー名の形式は、ディレクトリの種類によって異なります。

•

パスワードを入力します。

•

エンタープライズディレクトリサービスを選択します。

スマートカードを使用して認証する場合は、以下の操作を行います。
•

スマートカードリーダーにスマートカードを挿入します。

•

ブラウザーから求められたら、証明書を選択します。

•

PIN を入力します。

セッションコントロールで、
（ ）前にエンタープライズディレクトリサービスが付いた名前でユーザーを識
別します。以下に例を示します。
CorpDir\pat
重要:
ローカルユーザーとは違い、ユーザーが認証ディレクトリから削除された場合、そのユーザーのアクテ
ィブセッションはユーザーがログアウトするまでアクティブのままです。
ある認証ディレクトリグループのグループ役割割り当て（削除を含む）に変更があったときにそのグル
ープのユーザーがログインしていると、現在のアクティブセッションはそのユーザーがログアウトする
まで影響を受けません。ローカルユーザーのセッションは、このような変更が行われたときに終了しま
す。
ユーザーの認証
エンタープライズディレクトリサービスをアプライアンスに追加するときに、位置の条件を指定してアプライ
アンスがグループを見つけられるようにします。
Two-Factor 認証が有効になっている場合は、スマートカードのセキュリティ証明書を検証するときに、アプ
ライアンスが認証ディレクトリへのアクセスに使用するサービスアカウントを作成します。
ディレクトリサーバーの追加
エンタープライズディレクトリサービスを複製して高可用性またはディザスタトレラントを実現する場合は、
複製したディレクトリサービスを別のディレクトリサービスとして追加します。
ディレクトリサーバーを追加および構成した後で、デフォルトのディレクトリサービスとして指定できます。
証明書が信頼されていない別のサーバーに新しいディレクトリを追加すると、ルート CA を信頼するためのプ
ロンプトが生成されます。アップグレードされたディレクトリ構成に証明書チェーンがない場合や、ルート
CA がインポートされた場合は、アラートが生成されます。インポートしたルート CA 証明書のタイプが
X509 v1 証明書の場合は、自己署名証明書として扱われ、CRL がアップロードされると、その証明書が CA 証
明書として扱われます。
エンタープライズディレクトリサービスとサーバーの追加後
以下の設定が可能です。
グループを追加する。これはすでにディレクトリサービスで定義されているので、そのすべてのメンバーがア
プライアンスにログインできます。
ローカルログインのみを許可する。これはデフォルトの設定です。

HPE OneView 4.0 for HPE Synergy のセキュリティ
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ローカルログインと、ディレクトリサービスで認証されたユーザーアカウントのログインの両方を許可する。
ローカルログインを無効にする。これにより、ディレクトリサービスによって認証されたアカウントを持つユ
ーザーのみがログインできるようになります。ローカルアカウントはログインできません。
Microsoft Active Directory ディレクトリサービスを構成する際の留意事項
•

以下は Active Directory 属性と LDAP プロパティのマッピングです。
LDAP プロパティ

Active Directory 属性

cn

Common-Name

uid

UID

userPrincipalName

User-Principal-Name

sAMAccountName

SAM-Account-Name

user name に@文字（UPN を示す）も\文字（domain\login を示す）も含まれない場合、これらのログイ
ンは次の順序で試行されます。
1. user name は sAMAccountName として扱われ、directory-name がその前に付加されます（directoryname\user-name）。
2. user name は UID として扱われます。
3. user name は CN として扱われます。
•

ユーザーオブジェクトが Active Directory ユーザーとコンピューター Microsoft 管理コンソールで作成さ
れる場合、名前はデフォルトで次のように設定されます。
対応する属性とともにここに表示されている、ユーザーの名前の次のコンポーネントを指定してください。
ユーザー名コンポーネント

属性

名

givenName

イニシャル

initial

姓

sn

Full Name というラベルのフィールドは、デフォルトでこの形式に設定され、この文字列は、cn 属性（共
通名）に割り当てられます。
givenName.initials.givenName.initial.sn
新しいオブジェクト - ユーザーダイアログボックスでは、ユーザーログオン名も指定する必要があります。
これは、DNS ドメイン名と組み合わされて userPrincipalName になります。userPrincipalName
は、ユーザーがログインに使用できる代替の名前です。次の形式で指定します。
LogonName@DNSDomain
以下に例を示します。
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JoeUser@exampledomain.example.com
•

最後に、ユーザーログオン名を入力するとき、最初の 20 文字はユーザーログオン名（Windows 2000 よ
り前）フィールドに自動的に入力され、"sAMAccountName"属性になります。

•

組み込み Active Directory ユーザーアカウントの CN ログイン（Administrator など）は受け付けられま
せん。他のログインフォーマットは、それぞれの属性（sAMAccountName、userPrincipalName、UID）が
正しく設定されている場合は、許容可能です。

緊急ローカルログインについて
ディレクトリサービスを使用するように構成する場合、管理者はセキュリティを強化するためにローカルログ
インを無効にすることを選択できます。ディレクトリサービスが使用できない場合、ユーザーはアプライアン
スにログインできません。こうした状況において、ご使用のセキュリティポリシーおよび HPE OneView 構
成で許可されている場合、緊急ローカルログインオプションによって管理者はアプライアンスにログインでき
ます。
緊急ローカルログインを有効にするには、オンラインヘルプの「緊急ローカルログインの有効化」を参照して
ください。
注記:
HPE OneView 4.0 バージョンにアップグレードするときにローカルログインが無効な場合、緊急ローカルロ
グインは自動的に有効になります。
デフォルトでは、緊急ローカルログインはアプライアンスコンソールに制限されますが、Web ベースのログ
インを許可するように構成することができます。
セキュリティ目的で緊急ローカルログインを有効にする場合、管理者アカウントに複雑なパスワードが必要で
す。Enforce complex passwords を有効にすることで、管理者アカウントを含むすべてのローカルアカウン
トが強力なパスワードを持つようにすることができます。パスワードの複雑性は、アカウントパスワードを次
回変更するときに適用されます。
Hewlett Packard Enterprise は、緊急ローカルログインを有効にした直後に管理者パスワードを変更すること
をお勧めします。複雑なパスワードについて(160 ページ)を参照してください。

パーミッションについて
パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーのアクセスを
制御するために使用されます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。パーミッシ
ョンの役割は、リソースカテゴリにユーザーアクセスを付与します。たとえば、サーバー管理者の役割は、読
み取り、作成、削除、更新、および使用の権限をサーバーハードウェアカテゴリに付与します。パーミッショ
ンのスコープを指定するとさらに、その役割によって付与される権限が、リソースカテゴリ内のインスタンス
のサブセットに制限されます。たとえば、スコープを使用すると、サーバー管理者の役割が付与するサーバー
ハードウェア権限をテストスコープ内のサーバーのみに制限できます。
ユーザーまたはグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。ユーザーまたはグループ
に割り当てられたパーミッションを管理するには、画面を使用します。ユーザーまたはグループに割り当てら
れたパーミッションの管理については、オンラインヘルプの「ユーザーとグループ」を参照してください。
ブラウザーからアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。ログイン時に、セッ
ションは、インフラストラクチャ管理者によって割り当てられたすべてのパーミッションをユーザーに付与し
ます。
複数のパーミッションを付与されたユーザーは、特定のパーミッションを無効にできます。低いパーミッショ
ンを使用して操作しているユーザーは、選択したパーミッションについて承認されたアクションのみを実行で
きます。
セキュリティに関するベストプラクティスは、最小特権モードでの操作をユーザーに許可することです。これ
によって、ユーザーは意図しない変更を行うリスクを軽減できます。

緊急ローカルログインについて
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セッションのパーミッションを有効または無効にするには、パーミッションの変更ダイアログを使用します。
パーミッションの変更ダイアログについては、オンラインヘルプを参照してください。

スコープについて
スコープは、操作またはアクションの範囲の制限に使用できるリソースのグループを意味します。たとえば、
以下に基づいてスコープを作成できます。
•

組織または部門（マーケティング、研究開発、財務）

•

使用環境（本番環境、開発、テスト）

•

技術（Linux、Windows）
たとえば、Linux を実行しているすべてのサーバーがあるスコープを使用して監視され、MS Windows を
実行しているすべてのサーバーが別のスコープを使用して監視されるように、データセンターを構成でき
ます。Windows 技術者は Windows を実行しているサーバー上の問題の通知を受信し、Linux 技術者は
Linux を実行しているサーバー上の問題の通知を受信するように、メール通知を構成できます。

スコープが定義され、リソースがスコープに割り当てられると、次の操作が可能になります。
•

ユーザーインターフェイス（UI）で表示されるリソースをスコープに割り当てられているものに制限しま
す。

•

スコープ内のリソースにのみアクセスを許可するようにユーザーパーミッションを制限します。

•

以前に定義されたスコープに基づいて、フィルター処理されたメール通知をアラート用に構成します。

スコープが有効なリソースのカテゴリ(181 ページ)でスコープに追加可能なリソースのカテゴリを示します。
一部のリソースのカテゴリはスコープに追加できません。

証明書の信頼について
iLO やリモートサーバーなどの管理対象デバイスを追加する場合に、その管理対象デバイスまたはリモートサ
ーバーに SSL 証明書が関連付けられていると、その SSL 証明書が取得されてダイアログボックスに表示され
ます。取得された証明書の詳細を確認し、証明書を信頼してください。証明書を信頼すると、その証明書がア
プライアンスのトラストストアに追加されます。HPE OneView から管理対象デバイス/リモートサーバーへ
のすべての通信では、この信頼済みの証明書が利用されます。REST API から同じ機能を利用できます。
証明書を確認するには、オンラインヘルプの証明書の管理画面を参照してください。
HPE では、自己署名証明書を商用の署名済み CA 証明書に置き換えることをお勧めします。

ユーザーアカウントについて
認証
HPE OneView は、ローカル認証およびディレクトリベース認証の両方をサポートします。ローカル認証で
は、認証ディレクトリはアプライアンス上でローカルにホストされます。ディレクトリベース認証では、外部
のディレクトリサービスがアクセスの認証に使用されます。
デフォルトでは、HPE OneView は、「管理者」という名前の単一のローカルユーザーアカウントで構成され
ます。「管理者」は、HPE OneView での初回セットアップの実行を割り当てられた人で、完全な権限を持っ
ています。このローカル管理者アカウントのデフォルトのパスワードは admin です。初回ログイン時に、こ
のパスワードを変更する必要があります。アプライアンスの管理者ログインには、初回のログイン後に、自動
的にフルアクセス（インフラストラクチャ管理者）権限が割り当てられます。
個々のローカルログインアカウントを維持する代わりに、外部認証ディレクトリサービス（エンタープライズ
ディレクトリまたは認証ログインドメインとも呼ばれる）を使用してユーザーグループのパーミッションを付
与できます。グループ内の各ユーザーには、同じパーミッションが割り当てられます。認証ディレクトリサー

242

スコープについて

ビスには、LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）を使用する企業ディレクトリなどがあります。ア
プライアンスを Microsoft Active Directory や OpenLDAP などのエンタープライズディレクトリソリューショ
ンと統合して、ローカルアカウントの数を制限することを検討してください。
認可
役割
HPE OneView は、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクションを記述する一連の役割を定義
します。役割がユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている場合、その役割は、アプライアン
スによって管理されるリソースのカテゴリに対してアクションを実行する権限を付与します。
スコープ
スコープは、ユーザー定義の一連のリソースです。リソースは、複数のスコープに所属できます。
許可
パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーアクセスを制
御するために使用されます。インフラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユ
ーザーおよびディレクトリグループに権限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで
構成されます。役割は、リソースカテゴリにアクセスを付与します。スコープはさらに、その役割によって付
与される権限を、リソースカテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限します。パーミッションがスコープ
によって制限されない場合、役割によって付与される権限は、アプライアンスによって管理されるすべてのリ
ソースに適用されます。ユーザーとグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。
注記:
ユーザーのログオン中にインフラストラクチャ管理者がパーミッションを変更した場合、次のようになりま
す。
•

ローカルユーザーはログアウトされます。パーミッションの変更は、次回ユーザーがログインしたときに
反映されます。

•

エンタープライズディレクトリユーザーは、ログアウトするまで古い許可での操作を続行できます。パー
ミッションの変更は、次回ユーザーがログインしたときに反映されます。

するか、することができます。どちらのユーザーの場合も、ユーザーのログイン情報を、アプライアンスでロ
ーカルにホストされている認証ディレクトリと比較することにより、認証情報が確認されます。
するか、することができます。これらの各ユーザーについて、ユーザーログイン情報とエンタープライズディ
レクトリを比較することで、認証が確認されます。
デフォルトではダッシュボードには、割り当てられたユーザー役割に関連付けられている最も関連性の高いリ
ソースのステータスが表示されます。ネットワークおよびストレージの役割など、複数の役割が割り当てられ
ている場合は、ダッシュボードに、各役割でダッシュボードに表示されるリソースの組み合わせが表示されま
す。HPE OneView は、ユーザーがリソースカテゴリに対して実行できるアクションを記述する一連の役割を
定義します。役割がユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている場合、その役割は、アプライ
アンスによって管理されるリソースのカテゴリに対してアクションを実行する権限を付与します。

ユーザーの役割について
ユーザーの役割を使用すると、ユーザーの職責に基づいて、アクセス権および権限をユーザーに割り当てるこ
とができます。すべての権限をユーザーに割り当てることもできれば、アプライアンスによって管理するリソ
ースを表示、作成、編集、または削除するアクセス権の一部を割り当てることもできます。
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表 5: ユーザーの役割の権限
役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限

フル

インフラストラク
チャ管理者

UI または REST API 経由のアプライアンス管理など、アプライアン
スによって管理または監視されるリソースを表示、作成、編集、ま
たは削除します。
インフラストラクチャ管理者は、アクティビティ、通知、およびロ
グの形でアプライアンスによって提供される情報を管理することも
できます。
インフラストラクチャ管理者だけが、バックアップファイルからア
プライアンスを復元できます。

読み取り専用

読み取り専用

管理または監視対象のリソース情報を表示します。
リソースを追加、作成、編集、削除することはできません。

専門

バックアップ管理
者

バックアップファイルを作成およびダウンロードし、アプライアン
スの設定およびアクティビティを表示します。
スクリプトを使用してアプライアンスにログインし、スクリプトを
実行してアプライアンスをバックアップする権限があります。
バックアップファイルからアプライアンスを復元することはできま
せん。
注記:
この役割は、REST API を使用してアプライアンスにログインし、
バックアップの作成およびダウンロードを実行するスクリプトを対
象としています。この役割を使用すると、バックアップ操作のため
にインフラストラクチャ管理者の認証情報を開示しなくても済みま
す。
HPE では、この役割を持つユーザーが HPE OneView のユーザーイ
ンターフェイスを使用して対話型のログインセッションを始めるこ
とはお勧めしません。

ネットワーク管理
者

ネットワーク、ネットワークセット、接続、インターコネクト、ア
ップリンクセット、およびファームウェアバンドルを表示、作成、
編集、または削除します。
関連するアクティビティ、ログ、および通知を表示します。
ユーザーアカウントは管理できません。
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役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限

サーバー管理者

サーバープロファイルとテンプレート、ネットワークセット、エン
クロージャー、およびファームウェアバンドルを表示、作成、編集、
または削除します。
物理サーバーにアクセスします。
接続、ネットワーク、ラック、電源、および関連するアクティビテ
ィ、ログ、通知を表示します。
ボリュームを追加しますが、ストレージプールまたはストレージシ
ステムは追加できません。
ユーザーアカウントは管理できません。

サーバーファーム
ウェアオペレータ
ー

管理または監視対象のリソース情報を表示します。
物理サーバーにアクセスします。
物理サーバーを編集しますが、作成や削除は行いません。
サーバープロファイルで、サーバーハードウェア、ファームウェア
のベースライン、ファームウェアの設置方法、およびアクティブ化
のスケジュール値を編集します。

サーバープロファ
イル設計者

サーバープロファイル、サーバープロファイルテンプレート、スト
レージボリューム、ラベル、ネットワークセットを作成および管理
します。
ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、サ
ーバーハードウェア、ストレージプール、およびストレージボリュ
ームテンプレートを使用します。

サーバープロファ
イル管理者

サーバープロファイル、ストレージボリューム、ラベル、ネットワ
ークセットを作成および管理します。
ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、サ
ーバーハードウェア、サーバープロファイルテンプレート、ストレ
ージプール、およびストレージボリュームテンプレートを使用しま
す。

サーバープロファ
イルオペレーター

ラベルを作成、削除、および更新します。
サーバーハードウェアとサーバープロファイルの更新
ネットワーク、ネットワークセット、エンクロージャー、ファーム
ウェアドライバー、サーバーハードウェア、サーバープロファイル、
ストレージプール、およびストレージボリュームテンプレートを使
用します。

スコープ管理者

スコープを作成および削除します。
スコープを更新し、スコープリソースを追加および削除します。
スコープ以外のリソースは変更できません。
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役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限

スコープオペレー
ター

スコープを更新し、スコープリソースを追加および削除します。
スコープ以外のリソースは変更できません。
スコープの作成または削除はできません。

ストレージ管理者

ストレージシステムを表示、追加、編集、または削除します。
ストレージプールを表示、追加、または削除します。
ボリュームを表示、作成、編集、追加、または削除します。
ボリュームテンプレートを表示、作成、編集、または削除します。
SAN Manager を表示、追加、または編集します。
SAN を表示または編集します。

ソフトウェア管理
者

プランスクリプト、ビルドプラン、展開プランのようなイメージス
トリーマーアーティファクトを作成および変更します。
展開のためのゴールデンイメージを割り当てます。
Web サーバーからのキャプチャーを実行します。
アーティファクトバンドルに関連するすべてのアクションを実行し
ます。
アプライアンス再起動、シャットダウン、ファームウェアのアップ
デート、バックアップ、復元、スタンバイのアクティブ化などのア
クティビティを実行できます。

ハードウェアセットアップ

データセンターのサポート技術者による認証情報なしでのログイ
ン。技術者は、このログインを利用して、HPE Synergy ハードウェ
アのケーブル接続を確認し、ハードウェアの初期セットアップに関
わるアラートを修正できます。
HPE Synergy ハードウェアを設置し、ケーブル接続を確認し、HP
OneView を使用して最低限の動作を確認します。

ユーザーの役割の操作特権
次のテーブルに、それぞれのユーザーの役割に関連付けられたユーザーアクション特権のリストを示します。
Use 特権は、ユーザーが所有していても変更は許可されていないオブジェクトにオブジェクトを関連付けるこ
とができる特殊な権限です。たとえば、Logical Interconnect Groups で、サーバー管理者の役割が割り当てら
れたユーザーは、論理インターコネクトグループを定義することは許可されていませんが、エンクロージャー
を追加するときにそのグループを使用することはできます。
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表 6: ユーザーの役割の操作特権
ユーザーの役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

アクティビティ

CRUD

CRU

CRU

R

CRU

CRU

アラート

RUD

RUD

RUD

—

RUD

RUD

アプライアンス

CRUD

R

R

R

R

R

アーティファクト
バンドル

CRUD

R

R

CRUD

R

CRUD

監査ログ

CR

R

R

—

R

—

バックアップ

CRUD

R

R

CRD

R

R

証明書

CRUD

—

—

—

—

—

コミュニティ文字
列

RU

R

CRU

—

R

R

接続

CRUD

R

CR

R

R

R

接続テンプレート

CRUD、 R、Use
Use

CRUD

R

R

R

コンソールユーザ
ー

CRUD

—

—

—

—

—

データセンター

CRUD

CRUD

R

R

R

R

デバッグログ

CRUD

CRU

CRU

—

R

CRU

展開済みターゲッ
ト

CRUD

CRUD

R

R

R

R

展開クラスター

CRUD

R

R

R

R

R

展開グループ

CRUD

R

R

R

R

R

展開マネージャー

CRUD

R

R

R

R

R

デバイスベイ

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ドメイン

CRUD

R

CRU

R

R

R
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IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

ドライブエンクロ
ージャー

CRUD

CRUD、Use

R、Use

エンクロージャー

CRUD

CRUD

エンクロージャー
グループ

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

R

R

R

R

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

イーサーネットネ
ットワーク

CRUD

R

CRUD

R

R

R

イベント

CRU

CRU

CRU

—

R

CRU

ファブリック

CRUD

R

CRUD

R

R

R

FC エイリアス

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC デバイスマネー
ジャー

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC エンドポイント

R

R

R

R

R

R

FC ネットワーク

CRUD

R

CRUD

R

R

R

FCOE ネットワー
ク

CRUD、 R
Use

CRUD、Use

R

R

R

FC ポート

R

R

R

R

R

R

FC プロバイダー

R

R

R

R

R

R

FC SAN

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC SAN サービス

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC スイッチ

R

R

R

R

R

R

FC タスク

R

R

R

R

R

R

FC ゾーン

CRUD

R

R

R

CRUD

R

ファームウェアド
ライバー

CRUD

CRUD

CRUD

R

R

R

グローバル設定

CRUD

CRUD

CRUD

R

CRUD

CRUD
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IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

ゴールドイメージ

CRUD

R

R

R

R

CRUD

ゴールデンボリュ
ーム

CRUD

R

R

R

R

CRUD

grouptorole マッピ CRUD
ング

—

—

—

R

—

ハードウェアセッ
トアップ

CRUD

—

—

—

—

—

ホスト

CRUD

R

R

R

R

—

ホストクラスター

CRUD

R

R

R

R

—

i3S メンテナンスサ CRUD
ービス

R

R

R

R

R

i3S ボリュームサー CRUD
ビス

CRUD

R

R

R

CRUD

ID 範囲 IPv4

CRUD

RU

CRUD

R

R

R

ID 範囲 IPv4 サブネ CRUD
ット

RU

CRUD

R

R

R

CRUD

R

CRU

R

R

R

CRUD

CRU

R

R

R

R

ID 範囲の VWWN
（World Wide
Name）

CRUD

R

CRU

R

R

R

インフラストラク
チャ VMS

CRUD

CRUD

R

R

R

R

統合ツール

CRUD

R

R

R

R

R

インターコネクト

CRUD

CR

CRUD

R

R

R

インターコネクト
タイプ

R、Use

R

CRUD

R

R

R

ID 範囲の VMAC
（MAC アドレス）
ID 範囲の VSN（シ
リアル番号）
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IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

ラベル

CRUD

CRUD

CRUD

R

CRUD

CRUD

ライセンス

CRUD

CR

R

R

R

R

論理ダウンリンク

R

R

R

R

R

R

論理エンクロージ
ャー

CRUD、 CRUD、Use
Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

論理インターコネ
クト

RU、Use R、Use

RU、Use

R

R

R

論理インターコネ
クトグループ

CRUD、 R、Use
Use

CRUD、Use

R

R

R

ログインドメイン

CRUD

—

—

—

R

R

ログインセッショ
ン

CRUD

RU

RU

RU

RU

—

管理対象 SAN

CRUD、 R
Use

R、Use

R

CRUD、Use

—

—

—

—

R

移行可能な VC ドメ CRUD、 —
イン
Use
ネットワーク

CRUD、 R、Use
Use

CRUD、Use

R

R

—

ネットワークセッ
ト

CRUD、 CRUD1
Use

CRUD

R

R

R

通知

CRUD

CRD

CRD

R

R

—

OE ビルドプラン

CRUD

R

R

R

R

CRUD

OE 展開プラン

CRUD

R

R

R

R

CRUD

組織

CRUD

—

—

—

R

—

OS ボリューム

CRUD

CRUD

R

R

R

R

プランスクリプト

CRUD

R

R

R

R

CRUD

ポート

RU、Use —

RU、Use

—

R

R

表は続く
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ユーザーの役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

電源デバイス

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ラック

CRUD

CRUD

R

R

R

R

レポート

R

R

R

R

R

R

レポジトリマネー
ジャー

CRUD

CRUD

CRUD

R

R

R

復元

CRUD

—

—

—

—

—

役割

CRUD

—

—

—

—

—

SAN

CRUD、 R
Use

R

R

CRUD、Use

—

SAN Manager

CRUD、 R
Use

R

R

CRUD、Use

—

SAS インターコネ
クト

CRUD、 CRUD、Use
Use

CR、Use

R

R、Use

R、Use

SAS Logical
Interconnect
Groups

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

SAS 論理インター
コネクト

CRUD、 CRUD、Use
Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

スコープ

CRUD、 R
Use

R

R

R

R

サーバーハードウ
ェア

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

サーバーハードウ
ェアタイプ

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

サーバープロファ
イル

CRUD

R

R

R

R

サーバープロファ
イルテンプレート

CRUD、 CRUD、Use
Use

—

R

R

R

CRUD

表は続く
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ユーザーの役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

ステートレスサー
バー

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ストレージプール

CRD

R

R

R

CRUD

R

ストレージシステ
ム

CRUD

R

R

R

CRUD

R

ストレージターゲ
ットポート

CRUD

R

R

R

CRUD

R

ストレージボリュ
ーム

CRUD

CRUD

R

R

CRUD

R

ストレージボリュ
ームアタッチメン
ト

CRUD

CRUD

R

R

CRUD

R

ストレージボリュ
ームテンプレート

CRUD

R

R

R

CRUD

R

サポート

CRUD、 R、Use
Use

R

R

R、Use

R、Use

スイッチ

CRUD、 RU
Use

CRUD

R

R

R

タスク

R

R

R

R

R

R

トラップ転送

RU

R

R

R

R

R

非管理デバイス

CRUD

CRUD

R

R

R

R

アップデート

R

—

—

—

—

—

アップリンクセッ
ト

CRUD

R

CRUD

R

R

R

ユーザー

CRUD

—

—

—

—

—

ユーザー設定

CRUD

—

—

—

—

—

1 サーバー管理者は、帯域幅を編集できません。
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表 7: 特殊ユーザー役割の操作特権
カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

アクティビテ
ィ

R

R

R

R

R

R

R

CRU

アラート

R

R

R

R

R

R

R

RUD

アプライアン
ス

R

R

R

R

R

R

R

R

アーティファ
クトバンドル

R

R

R

R

R

R

R

R

監査ログ

—

—

—

—

—

—

—

—

バックアップ

R

R

R

R

R

R

R

R

証明書

R

R

R

R

R

R

R

—

コミュニティ
文字列

—

—

—

—

—

—

—

—

接続

R

R

R

R

R

R

R

—

接続テンプレ
ート

R

R

R

R

R

R

R

—

コンソールユ
ーザー

—

—

—

—

—

—

—

—

データセンタ
ー

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

デバッグログ

R

R

R

R

R

R

R

—

展開済みター
ゲット

R

R

R

R

R

R

R

—

展開クラスタ
ー

R

R

R

R

R

R

R

—

展開グループ

R

R

R

R

R

R

R

—

展開マネージ
ャー

R

R

R

R

R

R

R

—

デバイスベイ

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

ドメイン

R

R

R

R

R

R

R

—

ドライブエン
クロージャー

R

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

R、Use

CRUD、Use

エンクロージ
ャー

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

CRUD、Use

エンクロージ
ャーグループ

R

R、Use

R

R

R

R、Use

R、Use

—

イーサーネッ
トネットワー
ク

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

イベント

R

R

R

R

R

R

R

CR

ファブリック

R

R

R

R

R

R

R

—

FC エイリア
ス

R

R

R

R

R

R

R

—

FC デバイス
マネージャー

R

R

R

R

R

R

R

—

FC エンドポ
イント

R

R

R

R

R

R

R

—

FC ネットワ
ーク

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

FCOE ネット R
ワーク

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

FC ポート

R

R

R

R

R

R

R

—

FC プロバイ
ダー

R

R

R

R

R

R

R

—

FC SAN

R

R

R

R

R

R

R

—

FC SAN サー
ビス

R

R

R

R

R

R

R

—

FC スイッチ

R

R

R

R

R

R

R

—

FC タスク

R

R

R

R

R

R

R

—

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

FC ゾーン

R

R

R

R

R

R

R

—

ファームウェ
アドライバー

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

R

グローバル設
定

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

ゴールドイメ
ージ

R

R

R

R

R

R

R

—

ゴールデンボ
リューム

R

R

R

R

R

R

R

—

grouptorole
マッピング

R

R

R

R

R

R

R

—

ハードウェア
セットアップ

—

—

—

—

—

—

—

CRUD

ホスト

R

R

R

R

R

R

R

—

ホストクラス
ター

R

R

R

R

R

R

R

—

i3S メンテナ
ンスサービス

R

R

R

R

R

R

R

—

i3S ボリュー
ムサービス

R

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲 IPv4

R

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲 IPv4
サブネット

R

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲の
R
VMAC（MAC
アドレス）

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲の
R
VSN（シリア
ル番号）

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲の
VWWN
（World Wide
Name）

R

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

インフラスト
ラクチャ
VMS

R

R

R

R

R

R

R

—

統合ツール

R

R

R

R

R

R

R

—

インターコネ
クト

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

CRUD、Use

インターコネ
クトタイプ

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

ラベル

R

R

R

R

CRUD

CRUD

CRUD

R

ライセンス

R

R

R

R

R

R

R

—

論理ダウンリ
ンク

R

R

R

R

R

R

R

—

論理エンクロ
ージャー

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

論理インター
コネクト

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

Logical
Interconnect
Groups

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R

—

論理スイッチ
グループ

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

ログインドメ
イン

R

R

R

R

R

R

R

—

ログインセッ
ション

RU

R

R

R

RU

RU

RU

—

管理対象
SAN

R

—

—

R

R

R

R

—

移行可能な
VC ドメイン

—

—

—

—

—

—

—

—

ネットワーク

R

R

R

R

R

R

R

—

ネットワーク
セット

R

R、Use

R、Use

R

CRUD、
Use

CRUD、
Use

R、Use

—

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

通知

R

R

R

R

R

R

R

—

OE ビルドプ
ラン

R

R

R

—

R

R

R

—

OE 展開プラ
ン

R

R

R

R

R

R

R

—

組織

R

R

R

R

R

R

R

—

OS ボリュー
ム

R

R

R

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

プランスクリ
プト

R

R

R

R

R

R

R

—

ポート

—

R

—

—

—

—

—

電源デバイス

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

ラック

R

R

R

RU、Use R

R

R

CRUD

レポート

R

R

R

R

R

R

R

—

レポジトリマ
ネージャー

—

R

R

R

R

R

R

R

復元

R

R

R

R

R

R

R

—

役割

R

R

R

R

R

R

R

—

SAN

R

—

—

R

R

R

R

—

SAN
Manager

R

—

—

R

R

R

R

—

SAS インター R
コネクト

R

R

R

R

R

R

CRUD、Use

SAS Logical
Interconnect
Groups

R

R

R

R

R

R

R

—

SAS 論理イン R
ターコネクト

R

R

R

R

R

R

—

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

スコープ

R

CRUD

RU

R

R

R

R

R

サーバーハー
ドウェア

R

R、Use

R、Use

RU、Use RU、Use

RU、Use RU、Use CRUD、Use

サーバーハー
ドウェアタイ
プ

R

R

R

R

R

R

R

サーバープロ
ファイル

R

R、Use

R、Use

RU1

CRUD

CRUD

RU、Use —

サーバープロ
ファイルテン
プレート

R

R

R

R

CRUD、
Use

R、Use

R

—

ステートレス
サーバー

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージプ
ール

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

ストレージシ
ステム

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージタ
ーゲットポー
ト

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージボ
リューム

R

R、Use

R、Use

R

CRUD、
Use

CRUD、
Use

R、Use

—

ストレージボ
リュームアタ
ッチメント

R

R

R

R

R

R

R

—

ストレージボ
リュームテン
プレート

R

R、Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

R、Use

—

サポート

—

R

R

R

R

R

R

—

スイッチ

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

スイッチドメ
イン

R

R

R

—

R

R

R

—

CRUD、Use

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコープ スコープ
り専用 管理者
オペレー
ター

サーバー
ファーム
ウェアオ
ペレータ
ー

サーバー
プロファ
イル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー
プロファ
イルオペ
レーター

ハードウェア
セットアップ

スイッチグル
ープ

R

R

R

R

R

R

R

—

タスク

R

R

R

R

R

R

R

R

トラップ転送

R

R

R

R

R

R

R

—

非管理デバイ
ス

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

アップデート

R

R

R

—

R

R

R

—

アップリンク
セット

R

R

R

R

R

R

R

—

ユーザー

R

R

R

—

R

R

R

—

ユーザー設定

R

R

R

—

R

R

R

—

1 サーバーファームウェアオペレーターは、manageFirmware、firmwareBaseline、forceInstallFirmeware、

firmwareInstallType、firmwareActivationType、および serverHardwareUri の各属性のみを更新できます。

スコープが有効なリソースのカテゴリ
次のリソースタイプのみスコープに追加または削除できます。
•

エンクロージャー

•

サーバーハードウェア

•

ネットワーク（イーサーネット、FC、および FCoE）

•

ネットワークセット

•

インターコネクト（SAS リソースを除く）

•

論理インターコネクト（SAS リソースを除く）

•

Logical Interconnect Groups（SAS リソースを除く）

•

OS 展開サーバー

スコープが有効なリソースのカテゴリ
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重要:
アラートのメール通知では、ここで分類されていないリソースは任意のスコープに含まれています。こ
こで現在分類されていないリソースによって生成されるアラートを除去しない 1 つ以上のスコープを指
定するメール通知のフィルターが送信されます。
非スコープリソースからアラートを抑制するには、オンラインヘルプの「メール受信者およびフィルタ
ーエントリーの編集」で説明されている、関連付けられたリソースカテゴリの使用が必要です。

セキュリティが強化されたアプライアンス
HPE OneView は、セキュリティが強化されたアプライアンスとして提供されます。次の要因により、アプラ
イアンスとそのオペレーティングシステムのセキュリティが確保（堅牢化）されています。
•

HPE Synergy Composer 上の HPE OneView 内で使用されるベストプラクティスのセキュリティ強化の例
としては、以下が挙げられます。
◦

アプライアンスは、不要なすべてのサービスを排除するためにカスタマイズされたオペレーティングシ
ステムを使用し、攻撃対象領域を減らします。

◦

アプライアンスでは、機能を提供するために必要なサービスだけを実行することで、その脆弱性を最小
限に抑えます。

◦

アプライアンス OS では、強制的にアクセス制御が実施されます。

◦

アプライアンスは、Two-Factor 認証をサポートしています。

◦

オペレーティングシステムのブートローダーはパスワードで保護されています。アプライアンスは、単
一ユーザーモードで起動しようとするユーザーによって侵害される可能性はありません。

◦

IP ファイアウォールは、HPE OneView サービスで必要なポートのみへのアクセスを許可します。ネッ
トワークポートのリストについては、HPE OneView に必要なポートを参照してください。

◦

重要なサービスは、特権がある OS ユーザーとして実行されません。

◦

ユーザーはオペレーティングシステムのレベルでは許可されていません（OS の対話型ログインは許可
されません）。ユーザーは、厳密に以下を通じて HPE OneView と対話します。
– REST API（プログラム的にまたはグラフィカルユーザーインターフェイスを通じて）
– State Change Message Bus（AMPQ インターフェイス）
– SSH を使用したメンテナンスコンソールまたはアプライアンス管理のためのアプライアンスコンソ
ール
– GUI およびオンラインヘルプ用の html ページを提供する Web サーバー
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•

HPE OneView は、分離された管理 LAN で完全に動作するように設計されています。

•

ロールベースのアクセス管理（RBAC）により管理者は、特定のリソースに対するユーザーの任務に基づ
いて、ユーザーのアクセス制御と認可を設定できます。また、RBAC を使用すると UI に表示される内容が
簡素化されます。
◦

ユーザーは、自分に許可されているリソースのタイプに対してのみ、操作を開始できます。たとえば、
ネットワーク管理者の役割を持つユーザーは、ネットワークリソースに対してのみ操作を開始でき、サ
ーバー管理者の役割を持つユーザーは、サーバーリソースに対してのみ操作を開始できます。

◦

インフラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーは、すべての画面と操作に対するフルアクセス権を
持っています。

セキュリティが強化されたアプライアンス

•

SBAC（スコープベースのアクセス制御）により、管理者は、アプライアンスによって管理されるリソー
スのサブセットに役割を制限することにより、ユーザーのアクセス制御を確立することができます。イン
フラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディレクトリグ
ループに権限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。スコープ
は、ユーザー定義の一連のリソースです。リソースは、複数のスコープに所属できます。役割は、リソー
スカテゴリにアクセスを付与します。スコープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソース
カテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限します。

•

HPE OneView は、ユーザー認証のために Microsoft Active Directory または OpenLDAP との統合をサポー
トしています。エンタープライズディレクトリを使用している場合は、ローカル ユーザー アカウントを完
全に無効にすることができます。オンラインヘルプの「ディレクトリサービス認証について」を参照して
ください。

•

管理者アカウントにはアプライアンスの初期インストール用のデフォルトパスワードが含まれています。
アプライアンスは最初のログイン時のパスワードの変更を施行し、デフォルトパスワードを再び使用する
ことはできません。

•

アプライアンスでは、自己署名証明書と認証機関発行の証明書をサポートしています。
アプライアンスは最初に、自己署名証明書を使用して構成されます。インフラストラクチャ管理者で企業
およびサードパーティの CA を送信するために証明書署名要求（CSR）を生成し、受信したらその証明書
をアップロードできます。この証明書により、アプライアンスへの HTTPS 接続の完全性と信頼性を確保
できます。
同様に、デフォルトでは、HPE OneView と管理対象デバイス間の通信は、自己署名証明書によってセキュ
リティ保護されます。REST インターフェイスを使用して、管理対象デバイスごとに CSR を生成し、企業
CA またはサードパーティ CA に送信します。受信すると、署名済み証明書を管理対象デバイスにアップロ
ードすることができます。この証明書により、アプライアンスと各管理対象デバイスの間の管理通信の完
全性と信頼性を確保できます。

•

すべてのブラウザー操作と REST API 呼び出しでは、HTTPS/TLS が使用されます。

•

HPE Synergy Composer のファームウェアイメージには、Hewlett Packard Enterprise によってデジタル記
号が付けられています。コンポーザーのイメージ再作成を行い、迅速に特定のファームウェアリビジョン
のレベルにする場合、デジタルシグネチャーはイメージ再作成プロセスにより検証されます。これにより、
イメージの信頼性と整合性が確保されます。

•

アプライアンスでは、次のバージョンへのアップグレードまたはパッチをインストールする際のセキュア
なアップデートプロシージャーをサポートします。アップデートには Hewlett Packard Enterprise によっ
てデジタル記号が付けられており、デジタルシグネチャーはアップデートプロシージャーにより検証され
ます。署名および検証は、ソフトウェアアップデートの信頼性と整合性を確保します。

•

インフラストラクチャ管理者でないユーザーによって作成されたサポートダンプは暗号化されます。イン
フラストラクチャ管理者ユーザーはサポートダンプを暗号化しないことも可能です。デフォルトの暗号化
により、サポートダンプに含まれる顧客の機密データ（IP アドレス、IP アドレスプール、ホスト名、およ
び WWN など）がすべて保護されます。管理者は、Hewlett Packard Enterprise に送信されるデータのタイ
プを検証する場合に非暗号化ダンプを利用できます。サポートダンプには認証情報データは含まれませ
ん。

•

HPE OneView は、Hewlett Packard Enterprise を有効にするサービスコンソールアクセスをサポートして
います。サポート担当者は顧客の許可の下で、高度な診断を実行するために、アプライアンスへの特権ア
クセス用のワンタイムパスワードを取得できます。

•

Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスソフトウェアコンポーネントに対する脅威についてセキ
ュリティ速報を入念に確認し、必要に応じてソフトウェアアップデートを発行します。

HPE OneView 4.0 for HPE Synergy のセキュリティ
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ログインセッションの作成
ブラウザー経由でアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。アプライアンスに
その他の要求を行うときには、セッション ID を使用します。この ID は、認証済みユーザーであることを示す
ため、保護する必要があります。セッション ID を保護するには、UI を使用する場合、サポートされている
Web ブラウザーを使用してください。OneView REST インターフェイスのクライアントを作成する場合、プ
ログラマはセッション ID を表示しないでください。
セッションは、ログアウトするかセッションがタイムアウトする（たとえば、セッションが、セッションアイ
ドルタイムアウト値よりも長い時間アイドル状態の場合）まで、有効なままです。
デフォルトタイムアウト値は 24 時間です。セッションごとの値を変更するには、POST/rest/sessions/
idle-timeout を使用します。24 時間までの範囲で値を変更できます。

アプライアンスアクセスの認証
以下のいずれかの方法を使って、HPE OneView にアクセスするユーザーを認証できます。
•

ユーザー名とパスワードによるログオン：ユーザー名とパスワードを使用して認証を実行するアプライア
ンスを構成できます。

•

Two-Factor ログイン：Two-Factor ログインを使用して、スマートカード認証を実行するようにアプライア
ンスを構成できます。セキュリティ設定画面で Two-Factor 認証が有効な場合は、スマートカードと有効な
個人識別番号（PIN）を使用して HPE OneView へのアクセスを認証する必要があります。
重要:
セキュリティ設定画面でスマートカード専用ログインが有効になっている場合は、HPE OneView の
ログイン画面には、Two-Factor ログインオプションのみが表示されます。最高レベルのセキュリテ
ィを必要とするお客様は、スマートカード専用ログインを使用する必要があります。

スマートカードを使用して、HPE OneView アプライアンスにログインするための前提条件を以下に示しま
す。
•

ブラウザーから求められたら、ユーザーは有効な PIN を入力する必要があります。
注記:
有効な PIN を入力すると、ブラウザーが証明書の内容にアクセスして、HPE OneView に渡すことができ
ます。

•

証明書は、有効（正しく署名され、期限が切れておらず、適切な X.509 形式）でなければなりません。

•

証明書が取り消されていない必要があります。

•

証明書には、少なくとも 1 人のユーザー名を含める必要があります。このユーザー名は構成済みの証明書
のフィールドから抽出できます。

•

カードの少なくとも 1 人のユーザー名が、構成済みディレクトリのいずれかで有効なユーザーでなければ
なりません。

•

証明書にはディレクトリドメイン情報を含める必要があります。あるいは、管理者が手動で同じ情報を指
定している必要があります。

これらすべての要件を満たす場合、HPE OneView は、エンタープライズディレクトリから、ユーザーが所属
するグループのリストを取得します。HPE OneView は、所属するグループの情報を使用して、ユーザーに割
り当てる役割を決定します。役割により、ユーザーがアクセス権を持つ必要があるリソースや、それらのユー
ザーが実行できる操作についての情報が HPE OneView に通知されます。
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ユーザーアカウントは、アプライアンスまたはエンタープライズディレクトリ（Two-Factor 認証に必要）で
構成します。認証を含むすべてのアクセス（ブラウザーと REST API）は、トランスポート層セキュリティ
（TLS）経由で行われ、ネットワークへの転送時に認証情報が保護されます。
詳細情報
•

オンラインヘルプの「セキュリティ/セキュリティの編集画面の詳細」

•

Two-Factor 認証(185 ページ)

Two-Factor 認証
パスワードがどんなに複雑であっても、多くのアプリケーションのセキュリティは十分ではありません。セキ
ュリティ強化のため、Two-Factor 認証を使用します。Two-Factor 認証では、HPE OneView の認証に 2 つの
ファクターが必要です。2 つのファクターとは、ユーザーが所有するもの（スマートカード）およびユーザー
が知っているもの（個人識別番号）です。
HPE OneView のユーザー/パスワード認証
HPE OneView では、ユーザーはローカルユーザーとして、またはエンタープライズディレクトリでリモート
として構成できます。
従来のユーザー名とパスワードのログインシーケンスは以下のとおりです。
1. ユーザーが自分のユーザー名とパスワードを入力します。
2. HPE OneView がユーザー名とパスワードを認証します。
•

ユーザー名が HPE OneView で構成されるローカルユーザーの名前である場合、HPE OneView は手動
で指定したユーザー名とパスワードを HPE OneView データベースを使用して検証します。

•

ご使用の環境がエンタープライズディレクトリを使用する構成の場合、HPE OneView はユーザー名と
パスワードを構成されているディレクトリサーバーにすぐに転送して、認証します。

3. 認証が成功すると、HPE OneView はユーザーの認証権限を判断します。
•

ローカルユーザーのログインの場合、認証権限がユーザーに関連付けられている役割に基づいて決定さ
れます。

•

エンタープライズディレクトリのログインの場合、HPE OneView は、ユーザーに関連付けられている
グループ名を取得するため、ディレクトリサーバーに要求を送信します。グループ名を使用して、HPE
OneView で構成されるユーザーの認証権限を判断します。

HPE OneView の Two-Factor 認証
Two-Factor 認証を有効にすると、スマートカード（たとえば、CAC（Common Access Card）カード、PIV
（Personal Identity Verification）カード）を使用して HPE OneView で認証できます。ブラウザーのスマートカ
ードリーダープラグインはスマートカードを読み取り、ユーザーが指定した PIN を使用してカードの証明書
にアクセスします。スマートカードに内蔵されているクライアント証明書は、ブラウザーで HPE OneView に
示されます。クライアント証明書は、以前に HPE OneView にインポートされたルートまたは中間認証機関
（CA）による署名が必要です。アプライアンスはクライアント証明書を認証し、証明書で指定されたユーザー
名が HPE OneView でのディレクトリサーバー構成で認識された有効なユーザーの名前であることを検証し
ます。
Two-Factor 認証が有効である場合、HPE OneView は、最初のログイン時に受け取ったユーザー名に関連した
アカウントを使用するのではなく、ユーザーがセットアップして所有する Microsoft Active Directory サービス
アカウントを使用して、ユーザーの Active Directory エントリーにアクセスします。

Two-Factor 認証
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注記:
Active Directory は HPE OneView アプライアンスに含まれていません。個々に、ご使用の環境に Active
Directory をインストールする必要があります。
インフラストラクチャ管理者は、クライアント証明書の認証時に HPE OneView が適用するルールを柔軟にカ
スタマイズすることもできます。インフラストラクチャ管理者は、HPE OneView がユーザー名、ドメイン
名、および OID を取得する証明書内の位置を構成して、証明書が有効であることを示す必要があります。
CAC/PIV カードに保存されている証明書は X.509 セキュリティ証明書です。証明書には、証明書の所有者、
証明書の発行元、およびその他の証明書の識別要素を識別するための情報のフィールドが含まれます。TwoFactor 認証を有効にすると、HPE OneView がユーザーの検証に使用する証明書フィールドを指定できます。
オンラインヘルプの「クライアントログイン証明書構成画面の詳細」を参照してください。
注記:
REST API を使用してスマートカードのログインを認証する場合、使用される REST クライアントは HPE
OneView が要求するクライアント証明書認証をサポートしている必要があります。
コマンドラインを使用した、Two-Factor 認証に基づく HPE OneView へのログイン
REST API /rest/login-sessions/smartcards を使用してリモートでアプライアンスにログインできます。これ
を行う方法には、curl-7.54.1-1 バージョン以降を使用し、次に libssh2 を使用する方法が考えられます。以下
に、コマンド例を示します。
# curl -v -i -X POST -H "Accept-Language:en-US" -H "X-Api-Version:<version number>" --cert ./client-cert.pem:<PEM pass phrase>
https://{appliance-IP}/rest/login-sessions/smartcards - cacert./rootsplsintermediate.cer

注記:
client-cert.pem ファイルは、OpenSSL または他の同等な方法で生成できます。このファイルには、クライア
ント証明書とパスフレーズで保護された秘密キーの両方が含まれます。<PEM passphrase>を実際のパス
フレーズに置き換えます。rootsplsintermediate.cer ファイルには、ルート証明書と HPE OneView サーバー証
明書の署名に使用された中間証明書のチェーンが含まれます。また、rootsplsintermediate.cer には、HPE
OneView サーバーの自己署名証明書が含まれる場合もあります。
詳しくは、HPE OneView API リファレンスを参照してください。

証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性
デフォルトでは、「証明書オーナー」エントリー内の「サブジェクト代替名」項目に関連付けられている属性
エントリーボックスには OtherName.UPN=(.*)が含まれています。これは、HPE OneView がスマートカー
ド上の証明書のサブジェクト代替名フィールドにある「OtherName.UPN」属性からユーザー名を抽出するこ
とを示しています。これは、HPE OneView がエンタープライズディレクトリを検索するために使用するユー
ザー名です。
HPE OneView がサブジェクト代替名内の他の追加属性からユーザー名を検索できるように値を編集するこ
とができます。以下のオプションから選択できます。
•

OtherName.UPN=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーはサブジェクト代替名下の「OtherName.UPN」を以下のように表示します。
Other Name:
Principal Name=John.Doe@test.com

•
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OtherName.RFC822Name=(.*)

証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性

Microsoft の証明書ビューアーは OtherName.RFC822Name を以下のように表示します。
Other Name:
RFC822 Name=John.Doe@test.com
•

RFC822Name=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーは RFC822Name を以下のように表示します。
RFC822 Name=John.Doe@test.com

•

DirName=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーはサブジェクト代替名下の「DirName」を以下のように表示します。
Directory Address:
CN=John Doe
OU=Test Group
O=Test Org
C=US
DC=test
DC=com

カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneView は、有効なユ
ーザー名に対して複数のサブジェクト代替名属性を検索できます。
注記:
スマートカード証明書の「サブジェクト」フィールド属性からユーザー名を検索するように HPE OneView に
指示できます（「サブジェクト代替名」属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。詳しくは、「証
明書オーナー」フィールドのサブジェクトエントリーを参照してください。
サブジェクト代替名の複数の属性エントリーの例
OtherName.UPN=(.*),OtherName.RFC822Name=(.*),RFC822Name=(.*),DirName=(.*)

証明書オーナー - サブジェクト属性
デフォルトでは、「証明書オーナー」フィールド内の「サブジェクト」エントリーに関連付けられている属性
エントリーボックスには CN=(.*)が含まれています。この値を使用すると、HPE OneView はスマートカード
の証明書の「サブジェクト」フィールドにある「CN」属性から最初のユーザー名を抽出します。正規表現を
使用して「CN」属性の正規表現を編集し、許容される値のリストを絞り込むことができます。
HPE OneView が証明書の「サブジェクト」フィールド内の他の追加属性からユーザー名を検索する必要があ
る場合、値を編集することができます。選択肢は次のとおりです。
•

CN=(.*)

•

E=(.*)

•

UID=(.*)

•

DN=(.*)

Microsoft Active Directory ユーザーは、DN がサブジェクト属性の集合として証明書から抽出される点に注意
する必要があります。Active Directory 内のユーザーに対して構成された DN の値と一致させてください。完
全に一致しないと、ログイン操作は失敗します。
カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneView は、有効なユ
ーザー名に対して複数のサブジェクト属性を検索できます。

証明書オーナー - サブジェクト属性
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注記:
スマートカード証明書の「サブジェクト」フィールド属性からユーザー名を検索するように HPE OneView に
指示できます（「サブジェクト代替名」属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。
サブジェクトの複数の属性エントリーの例
CN=(.*),E=(.*),UID=(.*),DN=(.*)
CN 属性のバリエーション：例
•

"J_"で始まるユーザー名のみを一致させるには、CN=(^J_.*$)を使用します

•

"LastName, FirstName"形式で名前を一致させるには、CN=(^[a-zA-Z]*, [a-zA-Z]+$)を使用します

•

数字のみのユーザー名を一致させるには、CN=(^[0-9]+$)を使用します

注記:
これが適用可能なのは、証明書に構成されている CN 属性が複数あり、かつ CN 属性内の最初に使用可能な属
性ではなく、特定の属性を指定したい場合です。システムが完全に一致できるように、'^'で始まり'$'で終
わるパターンの使用をお勧めします。

ディレクトリドメイン
ディレクトリドメインコントロールを使用すると、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索に、ど
のドメインまたはディレクトリを使用するか指定できます。ドメイン名は、HPE OneView に追加された少な
くとも 1 つのディレクトリのベース DN に一致する必要があります。以下のオプションから選択できます。
•

サブジェクト

•

サブジェクトの別名

•

発行者

•

手動で指定

HPE OneView がドメイン名の抽出に使用する必要のある証明書フィールドを選択すると、名前は、ここで指
定された DC 属性から抽出されます。DC=(.*)構成では、最初のドメインコンポーネントをこのフィールド
から抽出します。管理者は、ここでのみ DC=(.*)を指定できます。
手動で指定を選択した場合、ディレクトリの検索時に使用するドメイン情報を取得するために、ドット表記形
式を使用するか、または代替証明書から特定のドメインを入力できます。
「,」を使用して構成に複数のエント
リーまたはドメインを指定できます。また、サブジェクト、サブジェクト代替名、および発行者 DC 属性を指
定して複数のカード構成をサポートすることもできます。
例: 「手動で指定」コントロールの選択値
証明書のフィールドでは、ドメインのコンポーネントは複数の「DC」エントリーで表現されるのが一般的で
す。abc.example.com のようなドメイン BaseDN は、「DC=abc」、「DC=example」、および「DC=com」の 3
つのエントリーで表現されます。
•
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ドメインとして「example.com」を使用して、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索に使用
します。

ディレクトリドメイン

example.com
•

ドメイン情報について複数の証明書の場所を検索するように HPE OneView を構成します。HPE
OneView は、エンタープライズディレクトリ内のユーザーエントリの検索が成功するまで、各項目を順番
に検索します。
Subject.DC=(.*),Issuer.DC=(.*),SubjectAlternativeName.DirName.DC=(.*),groupA.e
xample.com,groupB.example.com

証明書を検証する要件
証明書を検証する要件では、認証されるカードに関連付けられたユーザーのためにスマートカード証明書内に
存在する必要があるキー用途、拡張キー用途、およびポリシー ID オブジェクト識別子を指定することで、誰
が HPE OneView にアクセスできるかを構成することができます。組織内の異なるユーザーグループに対応
するために最大 5 つの OID の組み合わせを構成できます。
デフォルトでは、1 つの組み合わせが構成され、OID の組み合わせスマートカードログオン
（1.3.6.1.4.1.311.20.2.2）、クライアント認証（1.3.6.1.5.5.7.3.2）を含みます。この組み合わせ
では、スマートカードの証明書がスマートカードのログオンおよびクライアント認証に使用できるように構成
されていなければなりません。ほとんどのインストールに役立つはずです。このフィールドを編集して、異な
る組み合わせの OID を選択したり、新しい OID を追加したりできます。1 つの組み合わせボックスに最大 10
個の OID を構成できます。
OID の追加の組み合わせを構成するには、必要な検証を追加を使用します。
注記:
複数の OID の組み合わせを指定し、かつ 1 つが別のスーパーセットである場合、最初により限定的な組み合
わせを構成します。

許可されたユーザーのアクセスの制御
アプライアンスへのアクセスは、認証されたユーザーがアプライアンスで許可される操作を示す役割とスコー
プによって制御されます。各ユーザーに 1 つ以上の役割を関連付ける必要があります。スコープは、ユーザー
定義の一連のリソースです。スコープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソースカテゴリ内の
インスタンスのサブセットに制限します。パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理
されるリソースへのユーザーアクセスを制御するためにユーザーに付与されます。スコープとパーミッショ
ンについては、HPE OneView のオンラインヘルプを参照してください。

ユーザーアカウントと役割の指定
アプライアンスでは、ユーザーのログインアカウントに役割を割り当てる必要があります。この役割によっ
て、ユーザーが実行する権限のある操作が決まります。
ユーザーアカウントを追加、削除、および編集する方法については、オンラインヘルプを参照してください。

iLO に対する SSO の役割のマッピング
アプライアンスでは、ユーザーが作成した iLO またはの認証情報を保存していなくても、iLO およびへの SSO
（シングルサインオン）が可能です。次のテーブルには、アプライアンスおよび iLO 間での役割のマッピング
が示されています。

証明書を検証する要件
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アプライアンスの役割

SSO が可能な iLO の役割

インフラストラクチャ管理者

管理者

サーバー管理者

管理者

ネットワーク管理者

ユーザー

読み取り専用

ユーザー

バックアップ管理者

なし

ストレージ管理者

ユーザー

サーバーファームウェアオペレーター

管理者

アプライアンスの役割
オンラインヘルプの「ユーザーの役割について」には、使用可能な役割のリストが掲載されています。
iLO の役割
•

管理者権限で、サーバーのリセット、リモートコンソール、およびログインタスクに対するすべての管理
権の割り当てが可能です。ユーザーの権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。

•

ユーザーの権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。

アプライアンスの操作と iLO、、および iPDU とのマッピング
アプライアンスは、iLO、、およびインテリジェントパワーディストリビューションユニット（iPDU）で構成
を実行します。次のテーブルには、アプライアンスがこれらのデバイスとどのようにやり取りするかがまとめ
られています。
ファイアウォールについて詳しくは、HPE OneView で必要なポートを参照してください。
プロトコルまたは操作

説明

iLO

iPDU

構成

構成

NTP

NTP を構成する

✓

SNMP

情報を収集するように SNMP
を有効にして構成する

✓

✓

SNMP トラップ

アプライアンスに送信される
✓
SNMP トラップを有効にして構
成する

✓

HTTPS（RIBCL/SOAP/JSON） 情報を収集する（具体的なプロ
トコルは異なるが、すべて TLS
を使用）

表は続く
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アプライアンスの操作と iLO、、および iPDU とのマッピング

プロトコルまたは操作

説明

iLO

iPDU

構成

構成

リモートコンソール

UI から iLO リモートコンソー
ルへのリンク

SSH

使用されない

Telnet

使用されない

XML 応答

一般的なシステム情報を収集す
る

SSO

UI アクセス用の SSO 証明書を ✓
有効にして構成する。付与され
る権限については、iLO に対す
る SSO の役割のマッピングを
参照してください。

アプライアンスのユーザーアカ 管理者レベルのユーザーアカウ ✓
ウント
ント（およびランダムに生成さ
れたパスワード）を使用してシ
ステムを構成および管理する

✓

セキュアシェルアクセス
HPE OneView は、メンテナンスおよびリカバリ操作を実行するためにリモートからアプライアンスにアクセ
スするときにセキュアシェル（SSH）をサポートしています。SSH アクセスを使用しない場合、アプライア
ンスコンソールにアクセスする必要があります。コンソールアクセスが必要にならないように、SSH アクセ
スはデフォルトで有効になっています。ただし、一部のユーザーによるメンテナンスおよびリカバリ操作への
リモートアクセスはセキュリティリスクと見なされます。このため、HPE OneView には、SSH 経由でのアプ
ライアンスへのリモートアクセスを無効にするオプションが用意されています。
注記:
シリアルコンソール CLI にアクセスするには、SSH アクセスを有効にする必要があります。シリアルコンソ
ール CLI は、管理対象外のインターコネクトへのアクセスに使用されます。
詳細情報
オンラインヘルプの「SSH アクセスの有効化または無効化」

認証情報の保護
ローカル ユーザー アカウントのパスワードは、ソルト付きハッシュを使用して保存されます。つまり、ラン
ダム文字列と結合され、その結合された値がハッシュとして保存されます。ハッシュは、文字列を一意の値に
マップする一方向アルゴリズムであるため、元の文字列をハッシュから取得することはできません。
パスワードはブラウザーでマスクされます。ネットワーク上のアプライアンスとブラウザー間でパスワード
を送信する場合、パスワードは TLS によって保護されます。
ローカル ユーザー アカウントのパスワードは、8 文字以上で、1 つ以上の大文字を含んでいる必要がありま
す。HPE OneView では、パスワードの複雑さに関する追加のルールは実施されません。サイトのセキュリテ

セキュアシェルアクセス
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ィポリシーによって、パスワードの強度と有効期限が決まります（セキュアなアプライアンスを維持するため
のベストプラクティスを参照）。HPE OneView と外部の認証ディレクトリサービス（エンタープライズディ
レクトリとも呼ばれます）を統合することをお勧めします。ディレクトリサービス（Two-Factor 認証に必要）
は、最小長や複雑さといったパスワード管理ポリシーを実施します。

監査ログについて
監査ログには、アプライアンスで実行された操作の記録が格納されます。その記録は、個人の説明責任に使用
できます。ログは、大きくなりすぎるのを防ぐために定期的にロールオーバーされるため、実行中の操作を監
視する場合は監査ログをダウンロードすることをお勧めします。長期の監査履歴を維持するために、監査ログ
を定期的にダウンロードすることもできます。
各ユーザーには、セッションごとに一意のログ ID があるため、監査ログでユーザーの操作を追跡できます。
一部の操作はアプライアンスによって実行されるため、ログ ID がない場合があります。
監査ログのダウンロードには、インフラストラクチャ管理者権限が必要です。
UI からの監査ログのダウンロードについては、オンラインヘルプの「監査ログのダウンロード」を参照して
ください。
以下に、監査エントリーの詳細を示します。
トークン

説明

日付/時刻

イベントの日時

内部コンポーネン 内部コンポーネントの一意の識別子
ト ID
予約済み

組織 ID。内部使用のために予約済み

ユーザードメイン ユーザーのログインドメイン名
ユーザー名/ID

ユーザー名

セッション ID

メッセージに関連付けられたユーザーセッション ID

タスク ID

メッセージに関連付けられたタスクリソースの URI

クライアントホス クライアント（ブラウザー）の IP アドレスによって、要求を開始したクライアントマ
ト/IP
シンを特定します。
結果
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監査ログについて

操作の結果。以下のいずれかの値になります。
•

SUCCESS

•

FAILURE

•

SOME_FAILURES

•

CANCELED

•

KILLED

トークン

説明

操作

操作の説明。以下のいずれかの値になります。

深刻度

•

ADD

•

LIST

•

UNSETUP

•

CANCELED

•

MODIFY

•

ENABLE

•

DEPLOY

•

LOGIN

•

DELETE

•

DISABLE

•

START

•

LOGOUT

•

ACCESS

•

SAVE

•

DONE

•

•

RUN

•

SETUP

•

KILLED

DOWNLOAD_S
TART

イベントの深刻度の説明。以下のいずれかの値になります。深刻度の降順に並んでい
ます。
•

INFO

•

NOTICE

•

WARNING

•

ERROR

•

ALERT

•

CRITICAL

リソースカテゴリ REST API カテゴリについては、HPE OneView API リファレンスを参照してください。
リソース URI/名前 タスクに関連付けられたリソースの URI/名前
メッセージ

監査ログに現れる出力メッセージ

Maintenance Console エントリー
監査ログには、表示を除くすべての Maintenance Console イベントのエントリーが含まれます。

監査ログのポリシーの選択
監査ログをダウンロードおよび確認するポリシーを選択します。
監査ログには、アプライアンスで実行された操作のレコードが格納されます。そのレコードは、個人のアカウ
ンタビリティに使用できます。監査ログが大きくなると、古い情報から削除されます。長期の監査履歴を保持
するには、監査ログを定期的にダウンロードして保存する必要があります。
監査ログの詳細については、監査ログについてを参照してください。

TLS 経由のアプライアンスアクセス
アプライアンスへのすべてのアクセスは、HTTP over TLS（HTTPS）を経由し、ネットワーク上でデータが
暗号化されるため、データの完全性を確保できます。サポートされる暗号スイートのリストについては、オン
ラインヘルプの「アプライアンスをセキュリティで保護するためのアルゴリズム」を参照してください。

監査ログのポリシーの選択
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ブラウザーからの証明書の管理
証明書を使用して、TLS 経由でアプライアンスを認証します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンス
は、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
この項では、ブラウザーの観点からの証明書の管理について説明します。ブラウザー以外のクライアント
（cURL など）で証明書を使用する方法については、そのクライアントのドキュメントを参照してください。
注記:
ほとんどの場合、デフォルトの自己署名証明書を使用してアプライアンスにアクセスすると、ブラウザーによ
ってセキュリティ警告が表示され、アプライアンスにアクセスするにはそれを回避する必要があります。一部
のブラウザーでは、自己署名証明書を無期限に保存することができますが、Google Chrome ブラウザーでは
自己署名証明書を永久に保存することはできず、証明書は数日後に期限切れになります。簡単にアクセスでき
るように、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成することをお勧めします。
証明書には、アプライアンスの名前も含まれます。TLS クライアントはこの名前を使用してアプライアンスを
識別します。
証明書には次のボックスがあります。
•

共通名(CN)
この名前は必須です。デフォルトでは、アプライアンスの完全修飾ホスト名が入力されています。

•

代替名
この名前はオプションですが、ブラウザーによる名前不一致警告を最小限に抑えるために複数の名前（IP
アドレスを含む）がサポートされているため、入力することをお勧めします。
デフォルトでは、完全修飾ホスト名（DNS を使用している場合）、短いホスト名、およびアプライアンス
の IP アドレスが入力されています。
注記:
代替名に入力する場合は、そのうちの 1 つの名前を共通名 (CN)の名前と同じにする必要があります。

これらの名前は、手動で証明書署名リクエストまたは自己署名証明書を作成するときに変更できます。

自己署名証明書
アプライアンスによって生成されるデフォルトの証明書は自己署名されたもので、信頼された認証機関が発行
したものではありません。
デフォルトで、ブラウザーは、自己署名証明書に関する事前の知識を持っていないため、自己署名証明書を信
頼しません。ブラウザーに警告ダイアログボックスが表示されるため、自己署名証明書を受け入れる前にその
内容を確認できます。ご使用のブラウザーに受け入れるには、必ず検証してから自己署名証明書を使用してく
ださい。
Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成することをお勧め
します。ただし、自己署名証明書を使用する場合は、アプライアンスにアクセスするために使用するすべての
ブラウザーに証明書を受け入れます。PowerShell スクリプトで HPE OneView REST API を使用する場合は、
自己署名証明書を使用する攻撃者に対してスクリプトを開いたままにする追加のコードが必要です。
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ブラウザーからの証明書の管理

詳細情報
自己署名証明書のダウンロード(199 ページ)

認証機関の使用
証明書の信頼の管理を簡素化するためには、信頼された CA（認証機関）を使用します。CA は、インポート
する証明書を発行します。ブラウザーが CA を信頼するように構成されている場合は、その CA によって署名
された証明書も信頼されます。CA は、内部機関（組織で運営、管理）でも外部機関（第三者によって運営、
管理）でもかまいません。
CA によって署名された証明書をインポートし、自己署名証明書の代わりに使用することができます。全体的
なステップは次のとおりです。
手順
1. CSR（証明書署名リクエスト）を生成します。
2. CSR をコピーし、CA に指示されたとおり CA に送信します。
注記:
2048 ビットのキーと SHA256 以上のデジタル署名アルゴリズムを使用して証明書を生成することを要求
します。
3. CA によって、要求者の認証が行われます。
4. CA の規定のとおり、CA から要求者に証明書が送信されます。
5. 証明書をインポートします。
アプライアンス証明書署名リクエストの作成および証明書のインポートを参照してください。

アプライアンス証明書署名要求の作成
アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンス
は、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
CA とは、その CA を信頼している他のユーザーがホストも信頼できるようにする証明書を発行する、信頼で
きる機関です。基本的に、CA はホストを保証します。
自己署名証明書の作成については、アプライアンス自己署名証明書の作成(196 ページ)を参照してください。
前提条件
•

権限：インフラストラクチャ管理者。

•

認証機関（CA）が必要としている、要求のための情報を収集します。

•

CA チャレンジパスワードを取得します。

手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 証明書要求の作成の順に選択します。
4. 画面で要求されるデータを入力します。

認証機関の使用
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5. OK をクリックします。
6. ダイアログボックスから証明書要求データをコピーし、CA に送信します。証明書要求データの送信方法と
送信先は CA によって指定されます。
7. OK をクリックします。
次のステップ：CA から証明書を受信したら、アプライアンス証明書のインポート(197 ページ)。

アプライアンス自己署名証明書の作成
アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンス
は、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
自己署名証明書は、ホストが自ら保証することを示します。場合によっては、これで十分なこともあります。
デフォルトでは、ブラウザーは自己署名証明書を信頼せず、警告を表示します。
これに代わるよりセキュアな方法が、第三者の認証機関によって発行された証明書です。これらの証明書につ
いては、アプライアンス証明書署名要求の作成(195 ページ)を参照してください。
前提条件
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 自己署名証明書の作成を選択します。
4. 画面で要求されるデータを入力します。
5. 必要に応じてオプションの情報を入力します。
6. OK をクリックします。
7. 証明書が作成されたことを確認します。証明書の情報は、画面に表示されます。

SCMB 用の CA 署名済みクライアント証明書の作成
以下の手順では、State Change Message Bus（SCMB）への接続に使用できる CA 署名済みクライアント証
明書を生成する方法について説明します。
前提条件
•

OpenSSL がインストールされている環境、または同等の環境。

•

署名要求のための商用またはカスタム認証機関（CA）へのアクセス。

手順
1. クライアント証明書の新しいキーペアを作成します。
このコマンドは、3072 ビット暗号化で cert.key のファイル名の新しい秘密キーを生成します。
openssl genrsa -out cert.key 3072
2. 新しいキーペアを使用して、クライアント証明書の証明書署名要求（CSR）を作成します。
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このコマンドは、対話型プロンプトからのデータ入力を使用して、CSR を作成します。
openssl req -new -key cert.key -out cert.csr
SCMB サーバーはこのユーザーからの接続を受け入れるように構成されているため、このコマンドの共通
名は rabbitmq_readonly に設定する必要があります。または、ユーザーの組織に適切な入力を指定し
ます。
3. CA との関係に対応する署名方法を使用して、SCMB サーバーへの接続に使用されるクライアント証明書
を作成します。
a. 商用エンティティまたはその他の組織によって CA が提供される場合は、CA によって提供される指示
に従って、クライアント証明書に署名します。
b. CA ルート証明書とキーへの直接アクセスが可能な場合、機能するクライアント証明書に必要なオプシ
ョンを使用して構成ファイル（openssl.cnf）を作成します。
以下に例を示します。
[ client ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = clientAuth, msSmartcardLogin
nsCertType = client
subjectAltName = @alt_names
[ alt_names ]
email = .
クライアント証明書を指定するには、basicConstraints、extendedKeyUsage:clientAuth、お
よび nsCertType フィールドのすべてが必要です。OpenSSL の担当者は、組織の要件と影響の理解に
従って、その他の設定を適用できます。詳しくは、OpenSSL のドキュメントを参照してください。
c. 作成した構成ファイルを使用して、CSR に署名し、クライアント証明書を生成します。
以下に例を示します。
openssl x509 -req -CA ca.pem -CAkey ca.key -in
cert.csr -out cert.pem -days 365 -set_serial 1
-extfile openssl.cnf -extensions client
4. CA ルート証明書に加えて、SCMB クライアント証明書の署名に使用されるすべての中間 CA は、アプライ
アンスによって信頼されていることを確認してください。アプライアンス上の SCMB サーバーは、証明書
に署名した CA を信頼している場合にのみ、クライアント証明書を受け入れます。この信頼関係がまだ確
立されていない場合、すぐに確立してください。
注記:
クライアントに署名した中間 CA 証明書は、アプライアンスではなく、クライアントプログラムに追加す
る必要があります。

a. セキュリティ設定 > 認証機関証明書を管理に移動し、アプライアンスに CA を追加します。
openssl x509 -req -CA ca.pem -CAkey ca.key -in cert.csr -out cert.pem -days
365 -set_serial 1 -extfile openssl.cnf -extensions client
SCMB サーバーへのすべてのアクティブな接続が中断されるため、再確立する必要があります。
5. 任意のクライアントプログラムを使用して、アプライアンス上の SCMB サーバーに接続します。接続を成
功させるには、手順 1 で作成したキーペア、手順 3 で作成したクライアント証明書、および SCMB サーバ
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ー証明書と、クライアント証明書の署名で使用した中間 CA 証明書に署名した CA のルート証明書を含む
CA 証明書ファイルが必要です。
6. SCMB サーバーに依然として接続できない場合は、オンラインヘルプの「CA 署名済みクライアント証明
書を使用して SCMB サーバーに接続できない」のトラブルシューティング手順に従ってください。

アプライアンス証明書のインポート
証明書署名リクエストを CA に送信し、証明書を受信した後、これをインポートする必要があります。
前提条件
•

権限：インフラストラクチャ管理者。

•

他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確認します。

手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 証明書のインポートを選択します。
4. 証明書のテキストをコピーし、表示されるボックスに貼り付けます。
5. OK をクリックします。
6. アプライアンス Web サーバーが再起動し、再接続した後、アプライアンスにログインします。
この証明書は、SCMB サーバー証明書としても使用されます。

証明書の設定の表示
前提条件
必要な最小権限：すべてのユーザー
手順
1. メインメニューから設定画面に移動します。
2. 概要 > セキュリティ > 証明書の順に選択します。

自己署名証明書のダウンロード
自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする利点は、ブラウザーの警告を回避できることです。
セキュアな環境では、自己署名証明書のダウンロードとインポートは適切ではありません。ただし、その証明
書を検証済みで、特定のアプライアンスを確認済みで信頼している場合を除きます。
それよりもセキュリティが低い環境では、アプライアンスの証明書の発行元を確認して信頼している場合に証
明書をダウンロードおよびインポートできる場合があります。ただし、これはお勧めできません。
Microsoft Internet Explorer および Google Chrome では、共通の証明書ストアを共有しています。Internet
Explorer でダウンロードした証明書は、Google Chrome と Internet Explorer を使用してインポートできます。
同様に、Google Chrome でダウンロードした証明書は両方のブラウザーを使用してインポートできます。

276

アプライアンス証明書のインポート

Mozilla Firefox では独自の証明書ストアを使用しているため、そのブラウザーのみでダウンロードおよびイン
ポートする必要があります。
自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする手順はブラウザーによって異なります。以下の手順は、
Microsoft Internet Explorer を例として使用します。
手順
1. ご使用のブラウザーウィンドウで証明書のエラーをクリックします

。

2. 証明書の表示をクリックします。
3. 詳細タブをクリックします。
4. 証明書を確認します。
5. ファイルにコピー...を選択します。
6. 証明書のエクスポートウィザードを使用して、証明書を保存します。
a. Base-64 でエンコードされた x.509 を選択します。
b. ファイル名と、ファイルを格納する場所を指定します。
7. 自己署名証明書をインポートします。

自己署名証明書のインポート
自己署名証明書をダウンロードしたら、ご使用の環境にインポートしてください。以下の手順では Internet
Explorer を使用しています。
手順
1. ブラウザーのメニューからツール > インターネットオプションの順に選択します。
2. コンテンツタブをクリックします。
3. 証明書をクリックします。
4. インポートをクリックします。
5. 証明書のインポートウィザードを使用します。
a. ダウンロードしたファイルを選択します。
b. 証明書ストアの入力を求められたら、証明書をすべて次のストアに配置するを選択し、信頼済みのルー
ト認証機関ストアを選択します。
c. セキュリティの警告が表示されたら、OK をクリックします。
アプライアンスに次回ログインすると、証明書のエラーが表示されなくなります。

証明書の確認
ブラウザーを使用して証明書を表示することで、証明書の信頼性を確認できます。
アプライアンスにログインし、設定 > セキュリティの順に選択して、証明書を表示します。比較のために以
下の属性をメモします。

証明書の確認
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•

フィンガープリント（特に重要）

•

名前

•

シリアル番号

•

有効化日付

アプライアンスの外からブラウザーで表示したときに、ブラウザーによって表示される証明書とこの情報を比
較します。

証明書を信頼
HPE では、自己署名証明書を商用の署名済み証明書に置き換えることをお勧めします。
前提条件
•

CA ルートまたは中間証明書を信頼するには：インフラストラクチャ管理者の特権。

•

管理対象デバイスの追加。

手順
1. iLO やリモートサーバーなどの管理対象デバイスを追加する際、その管理対象デバイスまたはリモートサ
ーバーに SSL 証明書が関連付けられている場合はその SSL 証明書が取得され、まだアプライアンスで信
頼されていない場合はダイアログボックスに表示されます。
証明書は、以前にアプライアンスにインポートされている自己署名証明書である場合、または CA 署名済
み証明書であり、その証明書に署名した CA をアプライアンスに以前インポートしている場合に信頼され
ます。
2. 取得された証明書の詳細を確認し、はい、信頼しますをクリックします。
証明書がアプライアンスのトラストストアに追加されます。これ以降、管理対象デバイス/リモートサーバ
ーへの HPE OneView からの通信のすべてでこの信頼済みの証明書が使用されます。スクリプティングユ
ーザーは、REST API から同じ機能を利用できます。

ブラウザー以外のクライアント
アプライアンスでは、多数の REST API をサポートしています。ブラウザーだけでなく、どのクライアントで
も REST API に対して要求を発行できます。呼び出し元は、認証情報の機密性に関して、次のような適切なセ
キュリティ対策を実施する必要があります。
•

データ要求に使用するセッショントークン

•

HTTPS を使用し、回線上で認証情報の暗号化を介して応答する

パスワード
cURL のようなクライアントでは、パスワードが通常のテキストとして表示および保存される可能性がありま
す。
許可されていないユーザーによって次の操作が行われないように注意する必要があります。
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•

表示されたパスワードを見る

•

セッション識別子を表示する

•

保存されたデータにアクセスする

TLS 接続
クライアントは、ネットワーク上で TLS を使用して機密データを保護することを保証するために、プロトコ
ルとして HTTPS を指定する必要があります。クライアントが HTTP を指定しても、TLS が確実に使用される
ように HTTPS にリダイレクトされます。
クライアントが要求するアプライアンス証明書によって、TLS 接続を成功させることができます。証明書を取
得する便利な方法は、アプライアンスを指し示すブラウザーを使用することです。ブラウザーを使用した証明
書の取得について詳しくは、ブラウザーからの証明書の管理を参照してください。

SSH 接続
アプライアンスへの SSH 接続は、メンテナンスユーザーに対して許可されます（メンテナンスコンソールに
アクセスするため）。SSH 接続は、メンテナンスコンソールメニューに直接接続します。ログインプロンプト
でユーザー名 maintenance を入力します。他の認可済み HPE OneView アカウントを使用した SSH 接続
は、Synergy デバイスのシリアルコンソールに接続するためにコマンドラインインターフェイス（CLI）にア
クセスする場合に使用できます。

HPE OneView で必要なポート
HPE OneView では、サーバー、エンクロージャー、およびインターコネクトを管理するために特定のポート
をアプライアンスで利用できる必要があります。

表 8: HPE OneView で必要なポート
ポート番号

プロトコル

使用

説明

22

TCP

インバウンドと
アウトバウンド

SSH と SFTP に使用します。SSH は、インターコネク
トモジュールと通信するために必要です。SFTP は、フ
ァームウェアのアップグレードおよびサポートダンプ
などのアクションに必要です。

53

UDP および
TCP

アウトバウンド

DNS クライアントのクエリに使用します。

80

TCP

インバウンド

HTTP インターフェイスに使用します。通常、このポー
トはポート 443 にリダイレクトされます。このポート
は、iLO に必要なアクセスを提供します。

123

UDP

インバウンド

HPE OneView は、NTP サーバーとして機能します。
iLO にアクセス権限が必要です。

123

UDP

アウトバウンド

NTP クライアントとして使用され、アプライアンスの時
刻を同期します。

161

UDP

アウトバウンド

iLO を介してサーバーからステータスデータを取得する
SNMP GET 呼び出しをサポートします。iPDU にも使
用します。

表は続く

TLS 接続
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ポート番号

プロトコル

使用

説明

162

UDP

HPE OneView
からのトラップ
転送用インバウ
ンドとアウトバ
ウンド

iLO、、および iPDU デバイスからの SNMP トラップのサ
ポートに使用します。このポートは、VC インターコネ
クトの監視とトラップ転送にも使用します。

443

TCP

インバウンド

ユーザーインターフェイスと API への HTTPS インター
フェイスに使用します。

443

TCP

アウトバウンド

iLO、、フレームリンクモジュールへのセキュア SSL ア
クセス、Hewlett Packard Enterprise へのリモートサポー
トアクセス、およびその他のデバイスに使用します。
Redfish、RIBCL、SOAP、および iPDU 通信に使用しま
す。

636

TCP

アウトバウンド

LDAP を保護します。エンタープライズディレクトリの
インテグレーション（Microsoft Active Directory、
OpenLDAP）に使用します。

2162

UDP

インバウンド

代替 SNMP トラップポートとして使用します。

3269

TCP

アウトバウンド

Microsoft Active Directory LDAP グローバルカタログポ
ートに使用します。

5671

TCP

インバウンド

外部スクリプトまたはアプリケーションが StateChange Message Bus（SCMB）に接続したり、SCMB
からのメッセージを監視したりできるようにします。

17988

TCP

iLO 内蔵リモー
トコンソールか
ら iLO

iLO への接続を開始する内蔵リモートコンソール。

17990

TCP

ブラウザーから
iLO

内蔵リモートコンソールにブラウザーからアクセスで
きるようにします。

63001 および
63002

TCP

ローカル（ホスト SUT（Smart Update ツール）がインストールされてい
OS の場合）
るホスト OS で使用されます。通信は、SUT と SUM
（Smart Update Manager）プロセス間では localhost
で行われます。

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御
HPE Synergy フレームへの物理的アクセスを制御します。パーミッションのない人物は、システムコンソー
ルまたはコンピューターコンポーネントへの物理的アクセスができません。
一般的に、コンソールにアクセスする場合の合理的な用途は、次のとおりです。
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•

初期のハードウェアセットアップの実行

•

ネットワーク構成に関する問題のトラブルシューティング

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

•

アプライアンスの管理者パスワードのリセット

•

現場での認定テクニカルサポート担当者によるサービスアクセスの有効化

認定サービスアクセスの有効化または無効化
アプライアンスを最初に起動したときに、現場での認定テクニカルサポートによるアクセスを有効または無効
にすることを選択できます。デフォルトでは、現場の認定サポート担当者は、アプライアンスコンソールを介
してシステムにアクセスし、報告を受けた問題を診断できます。
サポートアクセスは、オンサイトの認定サポート担当者がアプライアンスの問題をデバッグできるようにする
特権です。サービスアクセスアカウントへのアクセスには、技術者がパスワードのリセット用に類似したチャ
レンジレスポンスメカニズムを使用してワンタイムパスワードを取得する必要があります。
インフラストラクチャ管理者は、アプライアンスの初期構成後はいつでも、UI からサービスアクセスを有効
化または無効化できます。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックします。
セキュリティの編集ウィンドウが開きます。
3. サービスコンソールアクセスの適切な設定を選択します。
a. コンソールへのアクセスを禁止する場合は、無効を選択します。
b. コンソールへのアクセスを許可する場合は、有効を選択します。
4. OK をクリックします。
また、/rest/appliance/settings/enableServiceAccess REST API を使用してサービスアクセスを
有効または無効にできます。
注意:
アクセスを有効にすることをお勧めします。無効にすると、認定サポート担当者がアプライアンスにア
クセスして問題を修正できない可能性があります。

アプライアンスをセキュリティで保護するためのアルゴリズム
このセクションでは、次の内容について説明します。
•

ローカルユーザーパスワード

•

バックアップファイル

•

管理対象デバイスの認証情報

•

アップデート

•

サポートダンプ

•

証明書

認定サービスアクセスの有効化または無効化
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•

管理者パスワードのリセットおよび Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

•

サポートされる SSL 暗号スイート

•

サポートされる SSH 暗号スイート

•

サポートされる RabbitMQ 暗号スイート

•

インターコネクトでサポートされる SNMP 認証プロトコル

•

インターコネクトでサポートされる SNMP プライバシープロトコル

•

トラップ転送でサポートされる SNMP 認証プロトコル

•

トラップ転送でサポートされる SNMP 認証プロトコル

•

SNMP サーバー管理

ローカルユーザーパスワード
64 ビットのソルトおよび 1000 回の繰り返しを使用する SHA-384 ハッシュアルゴリズムを使用して、パスワ
ードをハッシュします
バックアップファイル
バックアップファイルは、単純な対称鍵暗号方式で暗号化されており、キーがアプライアンスごとに一意で
す。この形式の暗号化を使用すると、思いがけないバックアップファイルの読み取りまたは改ざんが起こらな
いようにすることができます。Hewlett Packard Enterprise は、バックアップファイルの機密性と完全性を保
証するために、生成した暗号鍵でバックアップサーバー上のバックアップファイルを暗号化することを強くお
勧めします。
管理対象デバイスの認証情報
管理対象デバイスと外部サーバーのパスワードは、AES-256 アルゴリズムで暗号化されます。
アップデート
HPE OneView Update バイナリ（update.bin）と update.bin に含まれる Red Hat パッケージマネージャー
（RPM）は、SHA-512 および 4096 ビットの RSA キーを使用して署名されています。
サポートダンプ
サポートダンプは AES/CTR/パディングなし:256 アルゴリズムを使用して暗号化され、AES キーは 3072 ビッ
ト RSA 非対称キーペアを使用して別に暗号化されます。
証明書
HPE OneView アプライアンスのフレッシュインストールでは、デフォルトで、自己署名証明書が 2048 ビッ
トの RSA キーの SHA-256 デジタルシグネチャーアルゴリズムを使用して署名されます。アップグレードさ
れたアプライアンス上では、既存の自己署名証明書がすべて保持されます。ユーザーが証明書認証機関の署名
入りの SHA1 証明書を持っている場合、その SHA1 証明書はアップグレード後も保持されます。強度の高い
証明書を再生成または再インポートするように促すアラートがユーザーに通知されます。
管理者パスワードのリセットおよび Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
S/キー：1 回限りのチャレンジ/レスポンスパスワードスキーム
サポートされる SSL 暗号スイート
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
ECDHE-RSA-AES256-SHA384
ECDH-ECDSA-AES256-SHA384
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ECDH-RSA-AES256-SHA384
DHE-RSA-AES256-SHA256
AES256-SHA256
DH-RSA-AES256-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
DHE-RSA-AES128-SHA256
ECDH-ECDSA-AES128-SHA256
ECDH-RSA-AES128-SHA256
AES128-SHA256
DH-RSA-AES256-SHA
DH-RSA-AES128-SHA
DH-RSA-AES128-SHA256
ECDHE-RSA-AES256-SHA
DHE-RSA-AES256-SHA
AES256-SHA
ECDHE-RSA-AES128-SHA
ECDH-RSA-AES128-SHA
DHE-RSA-AES128-SHA
AES128-SHA
DHE-DSS-AES128-SHA256
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
ECDH-ECDSA-AES256-SHA
ECDH-RSA-AES256-SHA
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
ECDH-ECDSA-AES128-SHA
DHE-DSS-SEED-SHA
DH-RSA-SEED-SHA
DHE-RSA-SEED-SHA
CAMELLIA128-SHA
CAMELLIA256-SHA
PSK-AES256-CBC-SHA
SEED-SHA
DH-DSS-CAMELLIA256-SHA
DH-DSS-AES256-SHA
DHE-DSS-AES128-SHA
DH-DSS-AES256-SHA256
DH-RSA-CAMELLIA256-SHA
KRB5-IDEA-CBC-MD5
DH-DSS-AES128-SHA
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
DH-DSS-AES128-SHA256
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
PSK-AES128-CBC-SHA
DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
DHE-DSS-AES256-SHA256
DH-DSS-SEED-SHA
DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
DH-RSA-CAMELLIA128-SHA
DH-DSS-CAMELLIA128-SHA
KRB5-IDEA-CBC-SHA
DHE-DSS-AES256-SHA
IDEA-CBC-SHA
ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA
ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
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サポートされる SSH 暗号スイート
SSH サービス

サポートされるアルゴリズムと暗号

暗号

aes256-ctr
aes256-cbc
aes192-cbc
aes192-ctr
aes128-ctr

メッセージ認証コード（MAC）

hmac-sha2-512
hmac-sha2-256
hmac-sha1
hmac-sha1-96
hmac-md5
hmac-md5-96

キー交換

ecdh-sha2-nistp384:384
diffie-hellman-group-exchange-sha256
ecdh-sha2-nistp256
ecdh-sha2-nistp521
diffie-hellman-group-exchange-sha1
diffie-hellman-group14-sha1
diffie-hellman-group1-sha1

ホストキーのアルゴリズム（クライ ssh-rsa:3072
アント用）
ssh-rsa:2048
ssh-rsa:4096
ssh-dss:1024
ecdsa-sha2-nistp384:384
ecdsa-sha2-nistp256:256
ecdsa-sha2-nistp521:521

表は続く
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SSH サービス

サポートされるアルゴリズムと暗号

ホストキーのアルゴリズム（HPE
OneView ホストキーのアルゴリズ
ム）

ssh-rsa:2048

HPE OneView キーベースの認証

rsa:2048

ssh-dsa:1024

サポートされる RabbitMQ 暗号スイート
ecdhe_ecdsa aes_256_cbc、sha384、sha384
ecdhe_rsa aes_256_cbc、sha384、sha384
ecdh_ecdsa aes_256_cbc、sha384、sha384
ecdh_rsa aes_256_cbc、sha384、sha384
dhe_rsa、aes_256_cbc、sha256
rsa、aes_256_cbc、sha256
ecdhe_ecdsa、aes_128_cbc、sha256、sha256
ecdhe_rsa、aes_128_cbc、sha256、sha256
dhe_rsa、aes_128_cbc、sha256
ecdh_ecdsa、aes_128_cbc、sha256。sha256
ecdh_rsa、aes_128_cbc、sha256、sha256
rsa、aes_128_cbc、sha256
ecdhe_rsa、aes_256_cbc、sha
dhe_rsa、aes_256_cbc、sha
rsa、aes_256_cbc、sha
ecdhe_rsa、aes_128_cbc、sha
ecdh_rsa、aes_128_cbc、sha
dhe_rsa、aes_128_cbc、sha
rsa、aes_128_cbc、sha
dhe_dss、aes_128_cbc、sha256
ecdhe_ecdsa、aes_256_cbc、sha
ecdh_ecdsa、aes_256_cbc、sha
ecdh_rsa、aes_256_cbc、sha
ecdhe_ecdsa、aes_128_cbc、sha
ecdh_ecdsa、aes_128_cbc、sha
dhe_dss、aes_128_cbc、sha
dhe_dss、aes_256_cbc、sha256
dhe_dss、aes_256_cbc、sha
ecdh_ecdsa、'3des_ede_cbc'、sha
ecdhe_ecdsa、'3des_ede_cbc'、sha
ecdhe_rsa、'3des_ede_cbc'、sha
ecdh_rsa、'3des_ede_cbc'、sha
インターコネクトでサポートされる SNMP 認証プロトコル
MD5
SHA1
SHA-256
SHA-384
SHA-512
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インターコネクトでサポートされる SNMP プライバシープロトコル
MD5
DES
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
トラップ転送でサポートされる SNMP 認証プロトコル
MD5
SHA1
SHA256
SHA384
SHA512
トラップ転送でサポートされる SNMP プライバシープロトコル
DES
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
SNMP サーバー管理
SNMP サーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3 が使用されます。使用する認証
プロトコルおよびプライバシープロトコルは、デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルによって異
なります。

アプライアンスからダウンロードできるファイル
次のデータファイルをアプライアンスからダウンロードできます。
•

サポートダンプ
デフォルトでは、サポートダンプ内のデータはすべて暗号化され、認定テクニカルサポートだけがアクセ
スできます。暗号化により、サポートダンプに含まれる顧客の機密データ（IP アドレス、IP アドレスプー
ル、ホスト名、および WWN など）がすべて保護されます。

•

バックアップファイル
バックアップファイル内のデータはすべて独自の形式で格納されています。組織のセキュリティポリシー
に従ってファイルを暗号化することをお勧めします。

•

監査ログ
セッション ID はログに記録されません。対応するログ ID だけがログに記録されます。パスワードや他の
機密データは記録されません。

286

アプライアンスからダウンロードできるファイル

詳細情報
監査ログについて

HPE OneView でのスコープベースのアクセス制御のモデリング
操作内容

詳細情報

•

スコープベースのアクセス制御の実装

•

•

オンラインヘルプの「認可の問題に関するトラブ •
ルシューティング」
•
オンラインヘルプの「その他の操作」
•

•

•

ユーザーアカウントについて
パーミッションについて
ユーザーの役割について
スコープベースのアクセス制御について
スコープについて

スコープベースのアクセス制御について
HPE OneView では、ロールベースのアクセス管理（RBAC）メカニズムを使用して特権を定義し、ユーザー
アクセスを制御します。RBAC では、役割によって定義されたアクセス権が、リソースカテゴリ内のすべての
リソースに適用されます。スコープベースのアクセス制御（SBAC）は RBAC メカニズムの拡張版で、役割に
よって付与されたアクセス権をリソースのサブセットに制限できます。
スコープベースのアクセス制御を使用すると、ユーザーまたはディレクトリグループにパーミッションという
形式で特権を付与できます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役割によっ
て、リソースカテゴリ内のすべてのリソースに対してアクション（作成、読み取り、更新、削除、または使
用）を実行するアクセス権が付与されます。リソースで実行できる操作を制限するために、スコープにリソー
スを割り当てないか、1 つ以上のスコープに割り当てることができます。パーミッションの一部としてスコー
プを指定すると、役割により付与されるアクセス権が、リソースのサブセットに制限されます。ユーザーまた
はディレクトリグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。
詳細情報
スコープについて
スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック
スコープベースのアクセス制御に関する情報
スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス

スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック
1 つの HPE OneView 要求を認可するには、複数の認可チェックが必要な場合があります。たとえば、Update
認可チェックは、更新要求を受信すると必ず実行されます。さらに、Update 要求が新しい関連付けを形成す
る場合（サーバーハードウェアへのサーバープロファイルの割当、ネットワークセットへのネットワークの割
当、またはサーバープロファイルテンプレートへのボリュームテンプレートの割当など）、新しい関連付けの
作成を認可するには Use チェックが必要になります。サーバープロファイルの名前を変更するには 1 つの認
可チェック要求が必要ですが、サーバープロファイルにネットワークとボリュームを追加するための要求で
は、1 つの Update 認可チェックと 2 つの Use 認可チェックが必要です。1 つの Create 要求または Update
要求では、これらの複数の Use チェックは異なるパーミッションによって認可される可能性があります。
次のテーブルは、HPE OneView で実行される 5 つのタイプの認可チェックを示しています。
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操作

アクションセマン
ティック

認可チェックセマンティック

例

Create

リソースを作成す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Create 権限
を付与する必要があります。単一スコ
ープで制限されるパーミッションが、
Create 権限を付与する場合、リソース
はパーミッションスコープに割り当て
られます。複数のスコープのパーミッ
ションが、Create 権限を付与する場
合、希望するスコープを指定する必要が
あります。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーがサーバープロフ
ァイルを作成できるのは、テスト
スコープ内のみです。テストス
コープと実稼働スコープでサー
バー管理者が付与されたユーザ
ーの場合、ユーザーがサーバープ
ロファイルを作成できるのは、テ
ストスコープと実稼働スコープ
内のみです。

注記:
リソースの作成が、1 つまたは複数のス
コープのパーミッションによって許可
された場合、ユーザーがそのリソース
で操作を行うには、スコープの 1 つに
そのリソースを割り当てる必要があり
ます。
Delete

リソースを削除す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Delete 権限
を付与する必要があります。パーミッ
ションがスコープにより制限されてい
る場合、ユーザーが削除できるのは、そ
のパーミッションスコープに割り当て
られたリソースのみです。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーが削除できるの
は、テストスコープに割り当てら
れたサーバープロファイルのみ
です。

注記:
API のドキュメントで例外として特に
明記されていない限り、削除要求に対
してそれ以上の認可チェックは実行さ
れません。これには、データモデルを
一貫した状態にするために HPE
OneView で実行された操作（エンクロ
ージャーを削除する際のサーバーハー
ドウェアとインターコネクトの削除な
ど）が含まれます。詳しくは、HPE
OneView API リファレンスを参照して
ください。
Update

リソースを変更す
る権限を制御しま
す。これには、リソ
ースの状態の変更
が含まれます。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Update 権限
を付与する必要があります。パーミッ
ションがスコープにより制限されてい
る場合、ユーザーが更新できるのは、そ
のパーミッションスコープに割り当て
られたリソースのみです。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーが電源をオン/オ
フにできるのは、テストスコープ
に割り当てられたサーバーのみ
です。

表は続く
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アクションセマン
ティック

認可チェックセマンティック

Read

リソースを表示す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Read 権限を
付与する必要があります。Read 権限に
はスコープによる制限がありません。

Use

1 つのリソースを別
のリソースに関連
付ける権限を制御
します。Use 権限
は、Create 操作ま
たは Update 操作
のコンテキストで
必ずチェックされ
ます。Use 権限は、
リソースが割り当
てられていない場
合はチェックされ
ません。

パーミッションによってユーザーに以
下の権限を付与する必要があります。

例外：associated
resource からテ
ンプレート（サーバ
ープロファイルテ
ンプレートやボリ
ュームテンプレー
トなど）を割当解除
するには、Use 権限
が必要です。

•

•

•

例

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーがサーバーハード
役割には、request resource カテ ウェアをサーバープロファイル
ゴリに対する Create 権限または
に割り当てるか、ネットワークを
ネットワークセットに割り当て
Update 権限が必要です。
ることができるのは、テストスコ
役割には、associated resource ープ内のみです。
カテゴリに対する Use 権限が必要で
ただし、サーバープロファイルで
す。
サーバーハードウェアを
パーミッションがスコープにより制 unassigned に設定した場合
限されている場合は、request
や、SAN ストレージボリューム
resource と associated
を削除した場合、Use チェックは
resource の両方をそのパーミッシ 実行されません。
ョンスコープに割り当てる必要があ
ります。

注記:
割当対象のリソースは associated
resource と呼ばれ、割当先のリソー
スは request resource と呼ばれま
す。

詳細情報
パーミッションについて
オンラインヘルプの「スコープページからのスコープへのリソースの割当」

スコープベースのアクセス制御に関する情報
•

スコープによってユーザーの権限を制限せずに、引き続きロールベースのアクセス管理を使用することが
できます。HPE OneView では、All resources という表記を使用して、パーミッションがスコープによ
って制限されていないことを示します。All resources はスコープではありません。

•

認可チェックは、ユーザーが明示的に要求した変更に対してのみ実行されます。たとえば、ユーザーがサ
ーバーをサーバープロファイルに割り当てた場合、HPE OneView は、そのサーバープロファイルに対して
Update チェックを実行し、サーバーに対して Use チェックを実行します。それ以外の Use チェックは実
行されません。SBAC 認可セマンティックに詳細が記載されています。

•

一部のリソースカテゴリはスコープをサポートしていません。スコープチェックは、スコープをサポート
していないリソースカテゴリでは実行されません。スコープが有効なリソースのカテゴリに、スコープを
サポートするリソースのカテゴリがリストされます。

•

スコープが有効なリソースのうち、スコープに割り当てられていないものは、スコープによってパーミッ
ションが制限されていないユーザーのみが管理できます。たとえば、スコープによって権限が制限されて
いないインフラストラクチャ管理者は、すべてのリソースを管理できます。ただし、テストスコープでサ

スコープベースのアクセス制御に関する情報
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ーバー管理者権限を付与されたユーザーは、テストスコープに割り当てられたリソースしか管理できませ
ん。
•

スコープオペレーターとスコープ管理者は、スコープを管理する権限をユーザーに付与します。これらの
役割によって付与される権限は、スコープによって制限される場合があります。ユーザーは、パーミッシ
ョンスコープに割り当てられたスコープのみを管理できます。たとえば、実稼働リソースを財務スコープ
またはマーケティングスコープに割り当てる権限をユーザーに付与するインフラストラクチャ管理者は、
以下を行う必要があります。
◦

ユーザーにパーミッションを割り当てます（スコープオペレーター、実稼働）。

◦

財務スコープとマーケティングスコープを実稼働スコープに割り当てます。

注記:
財務スコープを実稼働スコープに割り当てても、財務リソースは実稼働リソースに割り当てられません。
財務スコープインスタンスが実稼働スコープに割り当てられるだけです。財務スコープは実稼働スコープ
に割り当てられているため、ユーザーは財務スコープを更新できます。ユーザーは実稼働スコープに割り
当てられていないため、実稼働スコープを更新することはできません。パーミッションによって、パーミ
ッションスコープに割り当てられているリソースに権限を付与します。パーミッションスコープには権限
は付与されません。
•

ユーザーが開始した Create 要求の結果として検出または作成されたリソースは、要求について、ユーザ
ーが指定したスコープに割り当てられます。たとえば、
「論理エンクロージャーの作成」要求時に作成され
た論理インターコネクトは、論理エンクロージャーと同じスコープに割り当てられます。

•

HPE OneView によって自動で検出されたリソースはスコープに割り当てられません。必要に応じて、リソ
ースを明示的にスコープに割り当てる必要があります。
注記:
ハードウェアのセットアップユーザーに割り当てられた権限は、スコープによって制限されません。その
ため、ハードウェアのセットアップユーザーに明示的に追加されたリソース（ラックマウントサーバーな
ど）は、スコープに割り当てられません。
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スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス
手順については、アイコンをクリック

Design
1

2

3

Describe users and
groups who need
HPE OneView access

Determine the role
that best aligns with
the desired rights

Determine resource
to include in scopes
to restrict rights

Configure
4

5

6

Create permission
scopes

Assign resources
to scopes

Create user/group accounts
and assign permission

7

Verify user rights

認可モデルの設計
認可モデルを設計するには、次の手順に従います。
1. HPE OneView へのアクセスが必要なユーザーとグループの識別
2. 必要な権限に最も合う役割の特定
3. 権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定
モデルを定義する際は、要件を絞り込みながらこれらの手順を反復しなければならない場合があります。

HPE OneView へのアクセスが必要なユーザーとグループの識別
1. HPE OneView にアクセスする必要があるユーザーとグループのリストを作成します。
2. 同じ権限が必要なユーザーのカテゴリを識別します。たとえば、HPE OneView への読み取り専用アクセス
が必要な IT マネージャー、HPE OneView へのフルアクセスが必要な IT シニアスタッフ、テストサーバー
でファームウェアをアップグレードする必要があるテストエンジニアなどです。
3. データの取得または操作の実行のために、HPE OneView API を使用しているスクリプトまたはクライアン
トアプリケーションを識別します。たとえば、HPE OneView への読み取りアクセスが必要なインベントリ
レポートアプリケーションや日次クリティカルアラートレポートアプリケーションなどです。
詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：ユーザーとグループの特定

スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス
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必要な権限に最も合う役割の特定
ユーザーとグループを特定したら、以下の操作を行います。
1. ユーザーのクラスごとに、必要な特権に最も近い HPE OneView の役割を決定します。必要な権限を付与
する最低限の特権を見つけることを目指す必要があります。ユーザーの役割の操作特権は、各役割によっ
て付与される権限に関する詳細を示します。
2. 役割によって付与される権限をスコープによって制限する必要があるかどうか決定します。
3. ユーザーのクラスごとに、ユーザーが実行できるアクションを識別します。権限の作成、削除、または更
新を要する操作に注目します。
4. ユーザーが管理できる HPE OneView リソースのカテゴリを特定します。
5. ユーザーが実行してはならない操作を検討します。
役割の定義では、さまざまなセカンダリリソースカテゴリに権限が付与されます。役割の定義内でセカンダリ
リソースカテゴリに割り当てられる権限は、主なリソースカテゴリに割り当てられる権限と合致するように定
義されます。HPE OneView のメインメニューにリストされたカテゴリに注目します。次のテーブルにマッ
ピングを示します。
HPE OneView のメインメニュー

関連する役割のカテゴリ名

ファームウェアバンドル

ファームウェアドライバー

インターコネクト

インターコネクト、SAS インターコネクト

Logical Interconnect Groups

logical-interconnect-groups、sas-logical-interconnect-groups

論理インターコネクト

論理インターコネクト、SAS 論理インターコネクト

ネットワーク

Ethernet ネットワーク、FCOE ネットワーク、FC ネットワーク

電力供給デバイス

電源デバイス

SAN Manager

FC デバイスマネージャー

SAN

FC SAN

設定

アプライアンス

ユーザーおよびグループ

ユーザー、grouptorolemappings

ボリュームテンプレート

ストレージボリュームテンプレート

ボリューム

ストレージボリューム

許可したくない操作を実行する権利をユーザーに付与する役割は、考慮から除外することができますが、この
時点では、まだその役割を考慮から除外しないでください。カテゴリでスコープがサポートされている場合
は、スコープ制限を使用して、ユーザーがその操作（作成以外）を実行することを防ぐことができる可能性が
あります。
詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：最適な HPE OneView 役割を決定する
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権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定
注記: スコープによって制限しないパーミッションの場合は、この手順を省略できます。
1. 権限を制限するために使用するパーミッションスコープに含める必要がある一連のリソースを定義しま
す。
2. スコープをサポートするリソースのカテゴリを識別します。スコープが有効なリソースのカテゴリに、ス
コープをサポートするリソースのカテゴリがリストされます。
注記:
•

HPE OneView では、スコープが有効ではないリソースのカテゴリ内のリソースに対しては役割パーミ
ッションだけがチェックされます。

•

スコープベースのアクセス制御の認可セマンティクスによって、スコープにリソースを割り当てる必要
性が促進されます。

詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：パーミッションスコープの定義

認可モデルの構成
HPE OneView で認可モデルを構成するには、以下の手順に従ってください。
1. スコープを 作成します。
2. スコープページまたはリソースページから、スコープにリソースを割り当てます。
3. 特殊なアクセス権を持つローカルユーザーを追加するか、ディレクトリベース認証を使用してグループを
追加します。
4. ユーザーに定義された権限が予想どおりであることを確認します。

スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
このセクションでは、シナリオの例を使って、スコープベースのアクセス制御を使用してアクセスを制限する
方法について説明します。このシナリオでは、X 社が仮想マシン（VM）およびベアメタルサーバーの両方で
クラウドベースのパイロットプロジェクトを立ち上げます。
1 つの HPE OneView アプライアンスが、両方の環境をホストするように構成されています。社内 IT は、ハー
ドウェアのサポートに加えて、共有インフラストラクチャコンポーネントの管理を担当します。VM クラウド
IT は、VM クラウド環境の管理を担当します。サービス（SRV）クラウド IT は、ベアメタルサーバーの予約
プロセスの管理を担当します。財務と人事（HR）のユーザーは、ベアメタルサーバーのコンシューマーです。
これら 5 つのグループはすべて、HPE OneView へのアクセスを必要とします。ソリューションは、割り当て
られているリソースのみをユーザーが管理できるようにする必要があります。
3 つのエンクロージャーのあるラックは、VM クラウドパイロット専用に使用されます。2 つのエンクロージ
ャーのあるラックは、SRV クラウドパイロット専用に使用されます。財務部門と人事部門には、SRV クラウ
ドパイロットに割り当てられているエンクロージャー内のサーバーが割り当てられます。

認可モデルの構成
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詳細情報
例：ユーザーとグループの特定
例：最適な HPE OneView 役割を決定する
例：パーミッションスコープの定義

例：ユーザーとグループの特定
社内 IT は、VM クラウド IT、SRV クラウド IT、および企業セキュリティと連携して、HPE OneView へのア
クセスを必要とするグループを特定します。5 つの部門（社内 IT、財務、人事、SRV クラウド IT、および VM
クラウド IT）に所属するユーザーは、HPE OneView アプライアンスにアクセスする必要があります。社内 IT
および VM クラウド IT のユーザーは、職務別に分類されます。職務ごとに異なる権限があります。
次のテーブルは、この演習の結論をまとめています。
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部門

職務

責任

社内 IT

シニア技術者

HPE OneView アプライアンスとすべての管理リソース

社内 IT

サーバー管理者

すべてのサーバーのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

すべてのネットワークリソース

社内 IT

ストレージ管理者

すべてのストレージリソース

財務

OS およびアプリケー 財務部門に割り当てられたサーバー上で動作する OS とアプリ
ション管理者
ケーション

人事

OS およびアプリケー 人事部門に割り当てられたサーバー上で動作する OS とアプリ
ション管理者
ケーション

SRV クラウド IT

サーバークラウド管
理者

SRV クラウドのプロビジョニングと割当プロセス

VM クラウド IT

サーバー管理者

すべての VM クラウドサーバーのリソース

VM クラウド IT

ネットワーク管理者

すべての VM クラウドネットワークリソース

例：ユーザーとグループの特定

例：最適な HPE OneView 役割を決定する
社内 IT サーバー管理者、ネットワーク管理者、およびストレージ管理者の職務は、それらと似た名前の HPE
OneView 役割で定義された権限と合致します。社内 IT シニア技術者は、アプライアンスに対して完全なアク
セス権を持っています。社内 IT 管理者に割り当てられるアクセス権は、スコープによって制限されません。
社内 IT ユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

社内 IT

シニア技術者

インフラストラクチャ管理者

すべてのリソース

社内 IT

サーバー管理者

サーバー管理者

すべてのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

すべてのリソース

社内 IT

ストレージ管理者

ストレージ管理者

すべてのリソース

VM クラウド IT 管理者には、HPE OneView リソースの管理経験があります。社内 IT と同様に、VM クラウド
IT サーバー管理者と’ネットワーク管理者の職務も、それらと似た名前の HPE OneView 役割で定義された権
限と合致します。クラウド IT 管理者に割り当てられる権限は、VM クラウドに割り当てられたリソースに制
限されます。
社内 IT では、このほかに次のような留意事項を特定しました。
•

データセンター、ラック、電力供給デバイス、および非管理デバイスはスコープによって制限されません。
サーバー管理者の役割は、上述の各リソースカテゴリに対して Create、Read、Update、および Delete
権限を付与します。このパイロットでは、電力供給デバイスも非管理デバイスも HPE OneView で管理さ
れていません。データセンターリソースとラックリソースへの変更は、インパクトが少ないものと見なさ
れます。社内 IT 部門は、VM クラウド IT 管理部門と話し合った結果、ユーザーがデータセンターリソース
またはラックリソースを変更しないようにする責任を持つことに同意しました。

•

SAN マネージャー、SAN、およびストレージシステムは共有リソースと見なされ、社内 IT が専属で管理
します。VM クラウド IT ユーザーに、ストレージ管理者の権限を付与してはなりません。

•

VM クラウド IT 管理者は、社内 IT が作成したボリュームテンプレートを使用した場合にのみ、ボリューム
を作成できます。この要件は、スコープを使用して強制できます。ボリュームを作成するときに、ユーザ
ーは、ボリュームテンプレートまたはストレージプールのいずれかを選択する必要があります。VM クラ
ウド IT のパーミッションはスコープで制限され、Use チェックでは、VM クラウドスコープでボリューム
テンプレートとストレージプールのみを選択できます。承認されたボリュームテンプレートのみが VM ク
ラウドスコープ内に配置されます。VM クラウドスコープには、ストレージプールは割り当てられません。

VM クラウド IT ユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

VM クラウド IT

サーバー管理者

サーバー管理者

VM クラウド

VM クラウド IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

VM クラウド

SRV クラウド IT 管理者は、HPE OneView での経験が比較的少ないため、SRV クラウドエンクロージャーの
管理責任は、社内 IT が負います。ただし、SRV クラウド IT は、SRV クラウドのプロビジョニングと予約プ
ロセスを担当します。
ここでは、SRV クラウド予約プロセスに関する高レベルの概要を示します。

例：最適な HPE OneView 役割を決定する
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SRV IT

Work request
New Server

HPE OneView
2
1

4

3
Finance Scope

Finance Users
Server Profile
Server Hardware
HPE OneView

この図は、以下のことを示しています。
1. 部門（たとえば財務）ユーザーは、SRV クラウド IT に新しいサーバーの要求を送信します。
2. SRV IT のメンバーは、HPE OneView で、SRV クラウドスコープに割り当てられた使用可能なサーバーを
使用してサーバープロファイルを作成します。
3. SRV IT のメンバーは、サーバーを要求している部門にサーバープロファイルと物理サーバーを割り当てま
す。
4. これで部門ユーザーは、HPE OneView を使用してサーバーを管理できるようになります。
フローで示したように、SRV クラウド IT にはサーバープロファイルに対する Create、Delete および
Update 権限が必要です。サーバープロファイルテンプレートを作成、削除、および更新する権限も要求して
います。このパイロットでは、SRV クラウドサーバーはローカルストレージのみを使用します。このサーバ
ーに対して、ボリュームの作成は許可しないでください。
社内 IT は HPE OneView 役割定義を分析し、サーバープロファイルの設計者の役割が最適であることを特定
しました。サーバープロファイルの設計者の役割は、次の権限を付与します。
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カテゴリ

権限

分析

ラベル

Create、Read、Update、Delete

SRV IT ユーザーは、役割ごとに Update 権
限が許可されたカテゴリ内の任意のリソー
スにラベルを割り当てることができます。
（任意のサーバーハードウェアにラベルを割
り当てるなど）。ラベルは、IT、VM IT クラ
ウド、または SRV IT クラウドオペレーショ
ンの制御には使用されないため、この権限を
ユーザーに付与することは問題と見なされ
ません。

ネットワークセッ
ト

Create、Read、Update、Delete

SRV IT は、SRV クラウドスコープ内でネッ
トワークセットを作成できます。

サーバーハードウ
ェア

Read、Update

希望の特権と合致します。

サーバープロファ
イルテンプレート

Create、Read、Update、Delete

希望の特権と合致します。

サーバープロファ
イル

Create、Read、Update、Delete

希望の特権と合致します。

ボリューム

Create、Read、Update、Delete

スコープは、SRV IT がボリュームを管理す
ることを防止するために使用できます。
SRV IT がボリュームを作成するには、ボリ
ュームテンプレートまたはストレージプー
ルを SRV クラウドスコープに割り当てる必
要があります。ボリュームを更新または削
除するには、SRV クラウドスコープにその
ボリュームを割り当てる必要があります。

さらに SRV クラウド IT は、SRV クラウドリソースを人事スコープおよび財務スコープに割り当てる必要が
あります。スコープオペレーターの役割は、スコープにリソースを割り当てる権限をユーザーに付与します。
この権限は、SRV クラウドリソースに制限する必要があります。SRV クラウド IT ユーザーには、両方のパー
ミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

サーバープロファイル設計者

SRV クラウド

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

スコープオペレーター

SRV クラウド

財務ユーザーおよび人事ユーザーは、所属部門に割り当てられたサーバーとサーバープロファイルのみを更新
できます。
サーバープロファイルオペレーターの権限は、希望の財務権限および人事権限と合致します。次のテーブル
は、社内 IT が実行した分析の結果を示しています。
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カテゴリ

権限

分析

ラベル

Create、Read、Update、Delete

スコープでは、ラベルに対する操作は制限さ
れません。ユーザーの承認されたスコープ
外のリソースに対するラベルの追加や削除
の能力は、リスクと見なされません。

サーバーハードウェ
ア

Read、Update

希望の特権と合致します。

サーバープロファイ
ル

Read、Update

希望の特権と合致します。

人事ユーザーおよび財務ユーザーには以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

財務

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオ
ペレーター

財務

人事

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオ
ペレーター

人事

例：パーミッションスコープの定義
前の手順で、社内 IT は 10 のパーミッションを特定しました。6 つのパーミッションは、4 つのスコープによ
って制限されます。社内 IT は、VM クラウド、SRV クラウド、人事、および財務という 4 つのスコープを作
成する必要があります。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

社内 IT

シニア技術者

インフラストラクチャ管理者

すべてのリソース

社内 IT

サーバー管理者

サーバー管理者

すべてのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

すべてのリソース

社内 IT

ストレージ管理者

ストレージ管理者

すべてのリソース

財務

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオペレ
ーター

財務

人事

OS/アプリケーション管理
者

サーバープロファイルオペレ
ーター

人事

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

サーバープロファイル設計者

SRV クラウド

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

スコープオペレーター

SRV クラウド

VM クラウド
IT

サーバー管理者

サーバー管理者

VM クラウド

VM クラウド
IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

VM クラウド

VM クラウド IT は、エンクロージャーの管理を担当します。次のテーブルは、VM クラウドスコープに割り当
てる必要があるリソースを特定するために、社内 IT によって実施された分析の結果をまとめたものです。

298

例：パーミッションスコープの定義

操作

分析

ネットワークの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。SAN は共有リソースと見なされ、スコープによって制限されません。
VM クラウド IT は、ファイバーチャネル（FC）および Fibre Channel over
Ethernet（FCoE）ネットワークに SAN を割り当てることができます。

ネットワークセットの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウド IT が作成したネッ
トワークを VM クラウドネットワークセットに割り当てることです。

Logical Interconnect
Groups の作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウドによって作成され
たネットワークをアップリンクセットに割り当てることです。

エンクロージャーグループ
の作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウド IT が作成した
Logical Interconnect Groups をエンクロージャークループに割り当てることで
す。

論理エンクロージャーの作
成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。この操作中に作成された論理インターコネクトは、VM クラウドスコー
プに自動的に追加されます。VM クラウド IT は、VM クラウドパイロットに割
り当てられているエンクロージャーにアクセスする必要があります。社内 IT
は、VM クラウドスコープに 3 つのエンクロージャーを割り当てる必要があり
ます。ファームウェアバンドルはスコープによって制限されるため、VM クラ
ウド IT は承認されているファームウェアバンドルにアクセスする必要があり
ます。社内 IT は、VM クラウドスコープに、認可されているファームウェアバ
ンドルを割り当てる必要があります。

インターコネクトの電源オ
ン/オフ/更新

社内 IT は、VM クラウド IT が VM クラウドインターコネクトを管理できるよ
うに、VM クラウドスコープに VM クラウドエンクロージャー内のインターコ
ネクトを割り当てる必要があります。

ドライブエンクロージャー
の電源オン/オフ/更新

社内 IT は、VM クラウド IT が VM クラウドエンクロージャー内のドライブエ
ンクロージャーを管理できるように、VM クラウドスコープにドライブエンク
ロージャーを割り当てる必要があります。

コンソールの起動、サーバ 社内 IT は、VM クラウドスコープに VM クラウドエンクロージャー内のブレー
ーハードウェアの電源オン/ ドを割り当てる必要があります。
オフ/リセット/更新
サーバープロファイルテン
プレートの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT は、サーバープロファイルテンプレートにリソースを割
り当てるために、ファームウェアバンドル、ネットワーク、ネットワークセッ
ト、およびボリュームテンプレートにアクセスする必要があります。社内 IT
は、VM クラウドスコープに、認可されているボリュームテンプレートを割り
当てる必要があります。このパイロットでは、イメージストリーマーを構成し
ません。そのため、OS 展開プランにアクセスする必要はありません。

サーバープロファイルの作
成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加され
ます。VM クラウド IT には、上記で付与された権限に加えて、サーバーハード
ウェアへのアクセス権が必要です。

社内 IT は、SRV クラウドスコープについても同様の分析を実施しました。SRV クラウド IT ユーザーは、サ
ーバーに関連する操作だけを実行できます。次のテーブルは、その結果をまとめたものです。
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操作

分析

コンソールの起動、サーバ 社内 IT は、SRV クラウドスコープに SRV クラウドエンクロージャー内のブレ
ーハードウェアの電源オン/ ードを割り当てる必要があります。
オフ/リセット/更新
サーバープロファイルテン
プレートの作成

SRV クラウド IT によって作成され、SRV クラウドスコープに自動的に追加さ
れます。SRV クラウド IT は、サーバープロファイルテンプレートにリソース
を割り当てるために、ファームウェアバンドル、ネットワーク、およびネット
ワークセットにアクセスする必要があります。
社内 IT は、SRV クラウドスコープにファームウェアバンドル、ネットワーク、
およびネットワークセットを割り当てる必要があります。

サーバープロファイルの作
成

SRV クラウド IT によって作成され、SRV クラウドスコープに自動的に追加さ
れます。SRV クラウド IT には、上記で付与された権限に加えて、サーバーハ
ードウェアへのアクセス権が必要です。

人事スコープと財務スコー
プへの SRV クラウドリソ
ースの割り当て

スコープにリソースを割り当てるときは、Update と Use の両方の権限チェッ
クが実行されます。たとえば、人事スコープにブレードを割り当てる場合、
SRV クラウド IT には人事スコープに対する Update 権限、およびサーバーハ
ードウェアに対する Use 権限が必要です。また、SRV クラウドスコープに人
事スコープとブレードの両方を割り当てる必要があります。SRV クラウド IT
ができる唯一のことは、人事スコープと財務スコープを更新することです。ス
コープにリソースを割り当てる場合に、階層という概念はありません。スコー
プに対してスコープを割り当てると、そのスコープで実行できる操作は制限さ
れますが、どちらのスコープに割り当てられているリソースへのアクセス権に
も影響はありません。
社内 IT は、SRV クラウドスコープに人事スコープと財務スコープのインスタ
ンスを割り当てる必要があります。

最後に、社内 IT は、人事スコープと財務スコープの分析を実施します。
操作

分析

コンソールの起動、サーバ SRV クラウド IT は、人事スコープと財務スコープに対する SRV クラウドサー
ーハードウェアの電源オン/ バーハードウェアの割当を担当します。
オフ/リセット/更新
サーバープロファイルのア
ップデート

SRV クラウド IT は、人事スコープと財務スコープに対する SRV クラウドサー
バープロファイルの割当を担当します。また、人事スコープと財務スコープに
SRV クラウドファームウェアバンドルを割り当てることもできます。SRV ク
ラウド IT は、人事ユーザーと財務ユーザーがサーバーファームウェアを更新
できようにするかどうかについてまだ話し合っています。

要約すると、パイロットの認証モデルでは、4 つのパーミッションスコープと、パーミッションが関連付けら
れた 9 つのディレクトリグループアカウントを定義します。
パーミッションスコープ

社内 IT によってスコープに明示的に割り当てられるリソース

財務

なし

人事

なし

表は続く
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パーミッションスコープ

社内 IT によってスコープに明示的に割り当てられるリソース

SRV クラウド

SRV クラウドパイロット専用の 2 つのエンクロージャーに格納されたブレー
ド。
SRV クラウド IT での使用が承認されたファームウェアバンドル。
SRV クラウド IT での使用が承認されたネットワーク。
財務スコープと人事スコープのリソースインスタンス。これは、SRV クラウド
IT が財務スコープと人事スコープに SRV クラウドリソースを割り当てるうえ
で必要です。

VM クラウド

VM クラウドパイロット専用の 3 つのエンクロージャー。
3 つのエンクロージャーに格納されたブレード。
3 つのエンクロージャーに格納されたインターコネクト。
3 つのエンクロージャーに格納されたドライブエンクロージャー。
VM クラウド IT での使用が承認されたファームウェアバンドル。
VM クラウド IT での使用が承認されたボリュームテンプレート。

ディレクトリグループ

パーミッション

CorpIT-FULL

（インフラストラクチャ管理者、すべてのリソース）

CorpIT-NA

（ネットワーク管理者、すべてのリソース）

CorpIT-SA

（サーバー管理者、すべてのリソース）

CorpIT-StA

（ストレージ管理者、すべてのリソース）

Finance-Admins

（サーバープロファイルオペレーター、財務）

HR-Admins

（サーバープロファイルオペレーター、人事）

SRVCloudIT-Admins

（サーバープロファイル設計者、SRV クラウド）、（スコープオペレーター、
SRV クラウド）

VMCloudIT-SA

（サーバー管理者、VM クラウド）

VMCloudIT-NA

（ネットワーク管理者、VM クラウド）

証明書の管理
HPE OneView では、HTTPS を使用して、管理対象デバイスおよびリモートサーバーと通信します。HTTPS
は、トランスポート層セキュリティ（TLS）に基づいています。HTTPS と TLS には以下の利点があります。
•

機密保持：データは、対称キー暗号方式を使用して回線上で暗号化されます。

•

メッセージの完全性：セキュアハッシュ関数により完全性が確保されます。

•

認証：HPE OneView は、HTTPS 接続のリモートエンドポイントを認証します。公開キー暗号方式は、
HTTPS および TLS の認証に使用されます。

公開キー暗号方式では、公開キーと秘密キーのペアを使用してデータを暗号化および解読します。公開キーシ
ステムでは、デジタル証明書は公開キーの所有権、およびそのキーに許容される用途（デジタルシグネチャ
ー、証明書の署名、暗号化など）を証明します。

証明書の管理
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HPE OneView は、正式な公開キーインフラストラクチャ（PKI）において、自己署名証明書と認証機関
（CA）発行証明書の両方の使用をサポートしています。それぞれのセキュリティモデルは異なり、以下の各セ
クションで説明されています。
•

Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立

•

HPE OneView とリモートデバイス間の信頼の確立

•

証明書失効リスト

•

デバイス固有の証明書の処理

•

証明書の検証の有効化と無効化

•

オンラインヘルプの「クライアントの証明書を使用した Two-factor 認証」

Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立
HPE OneView アプライアンスにログインすると、アプライアンス証明書がブラウザーのトラストストアに存
在しないというセキュリティ警告が表示されることがあります。アプライアンスで自己署名証明書と認証機
関（CA）証明書のどちらを使用しているかに応じて、次の手順に従って証明書を検証します。
•

自己署名証明書
1. コンソールから HPE OneView の設定 > セキュリティ > 証明書画面を使用して、アプライアンス証明
書の指紋を表示します。
2. 指紋が HPE OneView への接続時にブラウザーで表示されるものと一致することを確認します。指紋
が一致する場合は、ブラウザーのトラストストアに HPE OneView 証明書を保存します。
注記:
HTTPS を使用せずにアプライアンスコンソールにアクセスしてアプライアンスの自己署名証明書を表示
するには、ノートパソコンまたはキーボード、モニター、およびマウスを Synergy フレームに接続します。

•

CA 署名済み証明書
CA ルート、および HPE OneView 証明書に署名した適切な中間証明書をブラウザーのトラストストアに追
加します。
注記:
HPE OneView では、CA 署名済みアプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際に、アプラ
イアンスの CA 署名済み証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書も HPE OneView に
インポートする必要があります。

HPE OneView とリモートデバイス間の信頼の確立
HTTPS クライアントまたは TLS クライアントと HTTPS サーバー間のセッションは、クライアントおよびサ
ーバーが適切な証明書を交換できる場合にのみ、安全と見なされます。たとえば、HPE OneView サーバーが
サーバー iLO と通信する場合、HPE OneView はクライアントに、iLO はサーバーになります。セキュアな接
続を確保するには、HPE OneView は、ローカルトラストストアに適切な iLO 証明書（iLO 自己署名証明書、
または PKI 環境で iLO 証明書の署名に使用された CA ルート証明書と中間証明書）を持っている必要がありま
す。
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Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立

注記:
HPE OneView では、CA 署名済みアプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際に、アプライ
アンスの CA 署名済み証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書も HPE OneView にイン
ポートする必要があります。
詳細情報
認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼
スクリプトを使用した PKI または CA ベースの信頼の有効化
ユーザー確認済みの初期信頼
自動初期信頼

認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼
認証機関（CA）または公開キーインフラストラクチャベースの信頼アプローチでは、組織で公開キーインフ
ラストラクチャ（PKI）が確立されていることを前提としています。PKI は、デジタル証明書の作成、管理、
配布、使用、保存、失効、および公開キー暗号化の管理に必要な一連の役割、ポリシー、手順です。
共通の信頼ルートに基づく HPE OneView とデバイス間のセキュアな通信のためには、HPE OneView がデバ
イスと通信する前に、管理者は次のことを行う必要があります。
•

組織の PKI で必要とされる CA 発行のルート証明書および中間証明書を HPE OneView にアップロードし
ます。これらの証明書は CA によって発行されたすべての証明書の信頼ルートを形成します。管理者は、
CA ルート証明書および中間証明書とともに、該当する証明書失効リスト（CRL）もアップロードする必要
があります。

•

各リモートデバイスに安全に接続します。これは通常は、管理 LAN に接続する前に、デバイスに接続する
ことによって行います（デバイスがプライベートネットワークセグメント上で孤立している場合など）。

•

各デバイスの証明書署名要求（CSR）を取得します。
各種デバイスのサポートについては、Hewlett Packard Enterprise Information Library の HPE OneView
のサポートマトリックスを参照してください。

•

認証機関による CSR への署名を取得します。

•

各デバイスに取得した証明書をアップロードします。

HPE OneView とデバイス間のすべての通信は、共通の信頼ルートのために安全になりました。通常、デバイ
スの CA 署名済みリーフ証明書を HPE OneView トラストストアに追加する必要はありません。デバイスの
すべてのデバイスの信頼を検証するために必要なのは、ルート証明書および中間証明書（存在する場合）のみ
です。ただし、検出されたデバイスで CA 署名済み証明書が使用されていて、ユーザーが CA ルート証明書お
よび該当する中間証明書を HPE OneView トラストストアに追加する前に、デバイスとの通信が発生した場合
は、そのデバイスの CA 署名済みリーフ証明書が自動的にトラストストアに追加され、自己署名証明書として
扱われます。
HPE Synergy 環境では、コンポーザー、フレームリンクモジュール、およびコンピューティングモジュール
iLO へのセキュアな接続を最も簡単に行うことができるのは、初期のフレームリンクトポロジが管理 LAN に
接続される前です。また、既存のフレームリンクトポロジに新しいフレームまたはコンピューティングモジュ
ールを追加する場合も、管理 LAN から接続を切断する必要があります。代わりに、自動初期信頼アプローチ
を使用して新しいデバイスの信頼を確立してください。

スクリプトを使用した PKI または CA ベースの信頼の有効化
自己署名証明書を使用する環境で作業する場合は、HPE OneView REST API を使用して、CA 署名済み証明書
へのスクリプトベースの移行を容易にします。

認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼
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たとえば、エンクロージャー、フレームリンクモジュール、およびアプライアンスのすべてでは、CSR を生
成して、結果として得られる CA 署名済み証明書と CRL をアップロードするための REST API が提供されて
います。
REST API について詳しくは、REST API のオンラインヘルプを参照してください。

ユーザー確認済みの初期信頼
ユーザー確認済みの初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用するデバイスに適用されます。HPE
OneView は、証明書の指紋を含むデバイスの証明書を表示します。この指紋は、安全なアウトオブバンドの
方法でデバイスから取得したものと比較できます。HPE OneView で表示されるデバイスの指紋が、アウトオ
ブバンドのアプローチで取得した指紋と一致する場合は、そのデバイスが信頼済みであり、自己署名証明書を
HPE OneView トラストストアに追加しても安全であることが保証されています。
このセキュリティモデルの鍵となるのは、デバイスの証明書の指紋を安全に取得することです。自動初期信頼
で、この手順について説明します。

自動初期信頼
自動初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用し、検出プロセスを使用して HPE OneView に追加され
る、サーバーハードウェアやフレームリンクモジュールなどのデバイスに適用されます。
デバイスでの HTTPS 接続の初期セットアップ時に、HPE OneView によって、そのデバイスの自己署名証明
書が HPE OneView トラストストアに自動的に追加されます。このアプローチを中間者攻撃から保護するた
めに、分離されたネットワークセグメントで初期検出を行う必要があります。これ以外の方法を取った場合
は、後からアウトオブバンドでデバイスの証明書の真正性を検証する必要があります。真正性を簡単に検証で
きるかどうかは、デバイスによって異なります。このアプローチは、デバイスの証明書の指紋を安全に表示で
きるデバイスでのみ機能します。
注記:
証明書の自動追加は検出時にのみ行われます。自動初期信頼アプローチは、HPE OneView がデバイスと初め
て通信する場合にのみ使用されます。デバイスが検出または管理された後に、自己署名証明書が変更される
と、HPE OneView はそのデバイスと通信できなくなります。HPE OneView トラストストアにそのデバイス
の新しい証明書を追加するよう管理者に指示するアラートが生成されます。
証明書の指紋を安全に検証し、主要な HPE OneView デバイスの自己署名証明書をインポートするには、以下
の手順に従います。
•

以下のセクションに記載されているいずれかの方法を使用して、デバイスの証明書の指紋を安全に取得し
ます。

•

HPE OneView でデバイスが検出または追加されたら、取得した指紋を、HPE OneView トラストストアに
保存されているそのデバイスの証明書の指紋と比較します。設定 > セキュリティ > 証明書の管理画面を
使用して、HPE OneView トラストストアにある証明書を表示します。

•

指紋が一致した場合、HPE OneView とそのデバイスは安全に通信できます。

•

指紋が一致しない場合は、HPE OneView との初期通信セッションの後にデバイスの証明書が変更された
か、中間者攻撃を受けた可能性があります。

いくつかの例を以下に示します。
•

Synergy フレームリンクトポロジ
自己署名証明書のみを使用して HPE Synergy システムで初期信頼を確立するには、フレームリンクモジュ
ールを管理ネットワークに接続する前に、最初のフレームリンクトポロジのハードウェア検出を実行しま
す。すべてのデバイスが管理ネットワークから分離している場合は、中間者攻撃の可能性はなく、すべて
の自己署名証明書は HPE OneView トラストストアに安全に保存されています。
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注記:
このアプローチは、元のフレームリンクトポロジのセットアップ時にのみ適用できます。追加のフレーム、
リモートフレームリンクトポロジ、または追加のコンピューティングモジュールが挿入されたときは、自
動初期信頼アプローチを使用してそれらのデバイスの自己署名証明書を個別に検証する必要があります。
•

Synergy Gen10 コンピューティングモジュールの場合
SSH を使用して HPE OneView に接続し、次のコマンドを使用して各 iLO にシリアル接続して証明書の指
紋を取得します。
cd /map1/sslcert1/hpiLO
show
SSH 接続そのものを信頼するために、フレームリンクトポロジを管理ネットワークに接続する前に、
Synergy の初期構成時に HP OneView SSH ホストキーを保存する必要があります。このアプローチは、
iLO の「本番稼働」セキュリティモードになっているコンピューティングモジュールでのみ機能します。
他のアプローチでは、Gen9 コンピューティングモジュールのセクションに記載されているとおり、iLO を
管理ネットワークから分離する必要があります。

•

Synergy Gen9 コンピューティングモジュールの場合
Gen9 コンピューティングモジュールの場合、自己署名証明書を安全に取得する唯一の方法は、フレーム
をフレームリンクトポロジから分離し、管理ネットワークから接続を切断したときに、iLO に接続するこ
とです。iLO の管理ネットワークポートに Web ブラウザーが搭載されたデバイス（ノートパソコンなど）
を接続し、各 iLO にアクセスしてその証明書の指紋を表示します。

•

フレームリンクモジュール
フレームリンクモジュールのコンソールのユーザーインターフェイスに、その証明書の指紋が表示されま
す。フレームリンクモジュールは最初に自動的に信頼され、フレームリンクモジュールを工場出荷時設定
にリセットした後でも信頼されます。

HPE OneView の証明書
設定 > セキュリティ画面の証明書の管理オプションは、以下のタイプの証明書を表示します。
•

信頼済みの証明書：証明書の管理画面に表示されるすべての証明書は、HPE OneView によって信頼済みで
す。HPE OneView によって信頼済みの証明書はすべて、HPE OneView によって信頼済みの証明書や、
HPE OneView によって信頼済みの CA 署名済み証明書（ルートまたは中間 CA 証明書）に関連付けられた
デバイスおよびサーバーと安全に通信できます。
信頼済みとして表示される証明書には以下が含まれます。
◦

ルート CA 証明書：これらの証明書は、HPE OneView に事前にバンドルされているか、ユーザーによ
ってインポートされます。ルート CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、ルート CA 証
明書の CRL をアップロードする必要があります。

◦

中間 CA 証明書：これらの証明書は、HPE OneView に事前にバンドルされているか、ユーザーによっ
てインポートされます。中間 CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、中間 CA 証明書の
CRL をアップロードする必要があります。

◦

リーフレベルの証明書
– 自己署名証明書：自動ブラインドトラスト中に、アプライアンスのトラストストアに追加されるデ
バイス証明書です。これらの証明書は、ユーザーが直接インポートすることも、デバイス構成時に

HPE OneView の証明書
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追加することもできます。CA 署名済み証明書とは異なり、自己署名証明書はホスト名検証や失効確
認の対象とはなりません。
– CA 署名済み証明書 通常、CA 署名済みリーフ証明書は、アプライアンスのトラストストアに保存さ
れません。ただし、自動ブラインドトラスト中、またはユーザーが信頼強制オプションを使用して、
リーフ証明書をトラストストアに強制的に追加した場合に保存されることがあります。その証明書
に署名した CA がアプライアンスに存在しない場合、アプライアンス内のこのような CA 署名済みリ
ーフ証明書は自己署名証明書と同様に扱われます。このような盲目的または強制的に信頼された
CA 署名済み証明書は、ホスト名検証や失効確認の対象となりません。
これらの証明書は、事前に HPE OneView にバンドルされている場合がありますが、ハードウェアが HPE
OneView によって検出および管理されるときに HPE OneView（システム）で行われる初期の自動信頼の
一部としてインポートされる場合も、ユーザーによってインポートされる場合もあります。

•

事前にバンドルされた証明書：HPE OneView には、次のタイプの証明書があらかじめバンドルされていま
す。
◦

内部ルート CA - インフラストラクチャ管理認証機関：ルート CA は、すぐに使える状態で HPE
OneView 4.0 にバンドルされています。HPE OneView 内の RabbitMQ メッセージバスサーバーが内部
で機能するために必要です。このルート CA は、RabbitMQ サーバーと RabbitMQ クライアント証明書
への署名のために内部で使用されます。内部のルート CA と RabbitMQ クライアント証明書は、AMQP
を使用して HPE OneView と通信する外部クライアントにインポートする必要があります。内部のル
ート CA または RabbitMQ 証明書は、証明書の管理画面には表示されませんが、REST API を使用して
利用できます。
注記:
HPE OneView 4.0 以降では、ユーザーは、外部の CA 署名済み証明書を RabbitMQ サーバー証明書およ
び RabbitMQ クライアント証明書用に使用できます。

◦

HPE OneView のリモートサポートで必要な CA 証明書：HPE OneView 内でリモートサポート機能を使
用する場合、HPE OneView と、HPE（https://api-support.hpe.com）によってホストされている 1 つ以
上のリモートサポートサーバー間の通信が確立されます。HPE によってホストされているリモートサ
ポートサーバーは、Symantec 中間 CA および Verisign ルート CA によって署名されたサーバー証明書
に関連付けられます。HPE OneView には、リモートサポートサーバーとの通信の信頼性とセキュリテ
ィを確保するために必要な次のルートおよび中間 CA 証明書があらかじめバンドルされています。
– Verisign ルート CA - VeriSign Class 3 パブリックプライマリ認証機関 - G5
– Symantec 中間 CA - Symantec クラス 3 セキュアサーバー CA - G4
– Verisign ルート CA - VeriSign ユニバーサルルート認証機関
– Symantec 中間 CA - Symantec クラス 3 セキュアサーバー SHA256 SSL CA

x509 v1 証明書：HPE OneView は古い x509 v1 証明書もサポートしています。これらの v1 証明書には、CA
証明書かどうかを判断するのに十分な情報が含まれていません。このような V1 証明書をアプライアンスに
インポートすると、CA 証明書として扱われます。ただし、アプライアンスをアップグレードする前に、v1 証
明書がアプライアンスにすでに存在する場合は、その v1 証明書はリーフ証明書と見なされます。このような
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アップグレード前の v1 証明書をルート証明書にする場合は、ルート証明書として見なすために、その証明書
をいったん削除してから再度追加する必要があります。

証明書失効リスト
認証機関の署名済み（CA）証明書は、以下の場合に失効することがあります。
•

CA が不正な証明書を発行した場合

•

サーバー証明書の秘密キーの整合性が損なわれた場合

失効した証明書に関する情報は、証明書失効リスト（CRL）として CA によって発行されます。証明書の CRL
ファイルは、証明書の CRL 配布ポイント（CRL DP）フィールドで指定されます。CRL は、HTTP を使用し
てアクセス可能であり、発行元の CA によってデジタル記号が付けられています。
HPE OneView では、ユーザーは CA からダウンロードした CRL ファイルをアプライアンスにインポートする
ことができます。その後、この CRL に対して CA によって署名されたすべての証明書が HPE OneView で検
証されます。CRL 自体に有効期限があるため、その前に、アプライアンスにアップロードする必要がありま
す。
証明書失効確認は、デフォルトで有効です。失効した証明書はアプライアンスにインポートできません。HPE
OneView では、失効した証明書を持つデバイスまたは外部サーバーとの TLS 通信はできません。
ただし、CA 発行の証明書が HPE OneView にインポートされていない場合、またはインポートされた CRL の
期限が切れている場合、証明書失効確認はデフォルトでスキップされます。設定 > セキュリティ画面で、こ
れらのデフォルトの動作を無効にして、厳密な失効確認を有効にすることができます。セキュリティのベスト
プラクティスは、厳密な失効確認を有効にすることです。
HPE OneView は、CRL が期限切れに近づくか、期限切れになった場合にアラートを発行します。デフォルト
では、これらの通知は無効になっています。Hewlett Packard Enterprise では、最新の CRL がアプリケーショ
ンに時間通りにアップロードされ、厳密な失効確認が行われるように、CRL 期限切れ通知を有効にすること
をお勧めしています。
www.hpe.com に属する証明書の CRL の失効チェックには、以下の CRL をアップロードする必要があります。
•

VeriSign Class 3 Public Primary CA

•

VeriSign ユニバーサルルート CA

•

Symantec Class 3 セキュアサーバー CA

•

Symantec Class 3 セキュアサーバー SHA256 SSL CA

HPE OneView オンラインヘルプの CRL の配付ポイントを見つけるでは、これらの証明書の CRL DP を検索
する方法について詳しく説明しています。

認定ステータスチェック
HPE OneView は、証明書のステータスを定期的にチェックします。スケジュールされたジョブが、HPE
OneView 内で毎正時に実行されます。HPE OneView トラストストア内にあるすべての証明書のステータス
（期限切れ、まもなく期限切れ、失効、または信頼できない）がチェックされます。
アラートが発生した場合は、それらの証明書に対して必要な対策を講じることができるように、アプライアン
スの設定 > セキュリティ画面にアラートが表示されます。

デバイスの自己署名証明書の有効期限チェック
HPE OneView では、管理対象デバイスとの通信中の自己署名証明書の有効期限チェックはデフォルトで無効
になっています。デバイス固有の証明書の処理に詳細が記載されています。デバイス証明書を修正するため

証明書失効リスト
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に適切な措置をとると、設定 > セキュリティ画面で自己署名証明書の有効期限チェックを有効にすることが
できます。

デバイス固有の証明書の処理
HPE OneView が安全に通信する必要があるデバイスの中には、デバイス固有の証明書管理手順が必要なもの
があります。
Integrated Lights-Out の証明書

Integrated Lights-Out の証明書
HPE OneView では、HPE Integrated Lights-Out（iLO）のデフォルトの証明書を自己署名証明書として扱いま
す。この証明書は、HPE OneView トラストストアに追加され、リーフ証明書として扱われます。iLO 証明書
は、Hewlett Packard Enterprise 内部の認証機関、つまり「iLO デフォルト発行元（信頼しない）」によって署
名されます。これにより、ユーザーは自己署名証明書を信頼する危険性についての警告を受け、PKI ベースの
証明書に移行するよう促されます。
iLO では、証明書を格納するためのスペースが制限されています。CA 署名済み証明書を使用する場合、iLO
は、TLS ハンドシェイク時に中間証明書チェーンを HPE OneView に対して示しません。適切な HTTPS 接続
を確立するには、中間証明書が CA ルート証明書とともに、HPE OneView トラストストア内に存在する必要
があります。
iLO3 および iLO4 には、デフォルトの自己署名証明書がデフォルトで期限切れとなる問題についてのカスタマ
ーアドバイザリがあります。この場合、証明書の発効日の日付は、有効期限の日付よりも後になっています。
このアドバイザリでは、iLO ファームウェアをアップグレードし、証明書を修正するために必要な手順につい
て説明しています。
セキュリティ > 証明書画面では、管理者は自己署名証明書の有効期限チェックをスキップするかどうか制御
できます。このオプションにより、管理者は、有効期限の問題に対処しながら安全に iLO を管理することがで
きます。
この問題は、このアドバイザリに記載された iLO バージョンに加えて、iLO4 ベースの Synergy Gen9 コンピ
ューティングモジュールでも発生する可能性があります。
注記:
初回のシステムブート時に、iLO はデフォルトの自己署名証明書を作成します。iLO ホスト名を変更するか、
CA 署名済み証明書をロードする場合を除き、証明書は変更されません。

証明書の検証の有効化と無効化
セキュリティ > 設定画面から証明書の検証を有効または無効にすることができます。
Hewlett Packard Enterprise は、証明書確認を無効にするのは、証明書確認が必要ないテスト環境の場合だけ
にすることを推奨します。証明書確認を無効にしている場合は、ローカル ユーザー アカウントだけを使用し、
エンタープライズディレクトリアカウントは使用しないでください。ディレクトリサーバーへの接続時に確
認が実行されないため、ユーザーディレクトリの認証情報が危険にさらされる可能性があります。証明書の検
証を無効にすると、アプライアンスは MITM（中間者）セキュリティ攻撃を受けやすくなります。そのため、
証明書の検証オプションを使用する場合は細心の注意を払ってください。

308

デバイス固有の証明書の処理

サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセス
します。
http://www.hpe.com/assistance

•

ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報
•

テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

•

製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

•

オペレーティングシステム名およびバージョン

•

ファームウェアバージョン

•

エラーメッセージ

•

製品固有のレポートおよびログ

•

アドオン製品またはコンポーネント

•

他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
•

一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセ
スするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソ
フトウェアアップデート方法を確認してください。

•

製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード
http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

•

eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

サポートと他のリソース
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http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
•

お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンクしたりする
には、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support
Materials ページにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要:
一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスす
るときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセットアッ
プしておく必要があります。

カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身
で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できる
よう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise もしくはその
正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモー
トサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速か
つ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。
ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてくだ
さい。
リモートサポートおよびプロアクティブケア情報
HPE 通報サービス
http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス
http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関
する情報に関するドキュメントを確認するには、
「エンタープライズの安全性、規制への適合」の Web サイト
を参照してください。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
追加保証情報
HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
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HPE エンタープライズサーバー
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサーバ
ー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
規定に関する追加情報
Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要
求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り
組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/reach
RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについて
は、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/ecodata
社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報
については、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメ
ントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございました
ら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子メールに
は、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載
ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの
版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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よくあるご質問
質問：なぜ Silicon Root of Trust なのですか? フラッシュメモリ内のブートブロックを書き込み禁止にする
だけではだめですか?
回答：フラッシュメモリは交換可能であり、管理プロセッサーは交換するものをすべて起動しようとしま
す。また、サプライチェーン攻撃からの保護がほとんど提供されません。Silicon Root of Trust は、物理フ
ラッシュメモリの処理に関係なく、信頼されるブートブロックのみをロードします。
質問：Silicon Root of Trust とは何ですか?
回答：永続的にシリコンの一部である iLO 起動コードの SHA512 ハッシュです。シリコンは、このコード
が取得されて実行される前に検証します。
質問：実行時には何がスキャンされますか?
回答：iLO フラッシュメモリがスキャンされます。これはハードドライブのウイルススキャンに似ていま
すが、はるかに高度です。フラッシュメモリの内容はビットまで正確である必要があります。そうでない
場合、内容に侵害のフラグが付けられ、自動的に回復プロセスが開始されます。UEFI 起動コードもスキ
ャンされます。
質問：起動コードがシリコンの SHA512 によって保護されていることは理解しました。iLO ファームウェア
の残りの部分はどのように保護されていますか?
回答：個々の部分は、CNSA グレードの暗号化を使用して署名されています。ファームウェアモジュール
がチェックされると、モジュールがロードされて実行されます。
質問：FIPS とは何ですか? どのように重要ですか?
回答：iLO は数世代（現在のものを含む）にわたって、FIPS 140-2 レベル 1 が検証されています。つま
り、iLO は独立したラボによってテストされており、セキュリティ要件を満たすことが確認されています。
乱数ジェネレーターのようなものが安全なアルゴリズムを使用し、プロトコル、キー、およびセキュリテ
ィに関連する他の領域がテストされ、基準を満たすことが判断されます。iLO は、Common Criteria およ
び PCI/DSS についてもテストされます。
質問：'FIPS Inside'とは何ですか?
回答：これは通常、デバイス内の何かが FIPS で承認されていることを意味します。ほとんどの場合、内
部に含まれる選択した一連の暗号化要素がテストされており、認定されていることを意味します。
質問：iLO 秘密キーはどこに保持されますか?
回答：キーとその他のセキュリティパラメーターは、iLO セキュリティの境界内部に保持されます。キー
にはどのインターフェイスからもアクセスできません。セキュリティ境界は、セキュリティマネージャー
によって内部で保護されています。iLO はルートアクセスを持つアカウントをサポートしていないため、
ユーザー ID や認証情報に関係なく、ホストまたは他のインターフェイスからセキュリティ境界の内側へ
のパスはありません。
質問: CNSA モードは、どのように機能するのですか?
回答：iLO CNSA モードは、FIPS モードのサブセットです。FIPS は、FIPS で許可される暗号化を制限し
ます。CNSA はさらに、米国政府のトップシークレット用に許可される暗号化を制限します。CNSA グレ
ードの暗号化は、すべての iLO セキュリティモードで使用できます。
質問：iLO の CNSA モードは、どのようなパフォーマンスの低下を及ぼしますか?
回答：実際には、パフォーマンスは大幅に向上します。ECDH は従来の Diffie-Hellman よりも高速です。
AES は、iLO によってハードウェアが高速化されています。こうした事実とセキュリティ上の理由から、
iLO は、より低いセキュリティモードでもこれらの暗号を優先するように設定されます。
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よくあるご質問

質問：iLO にセキュリティ状態があるのはなぜですか? 代わりに多数のセキュリティ設定を持たない理由は
何ですか?
回答：セキュリティ状態はセキュリティを簡素化するのに役立つため、システムをより安価で運用でき、
顧客が iLO の実際のセキュリティ状態を一目で判別できます。多数のセキュリティ設定ではなくセキュ
リティ状態を持つことにより、内部設計も簡素化するため、セキュリティの脆弱性の可能性が減ります。
質問：このセキュリティをすべて使用した場合、自分自身がロックアウトされる可能性はありますか?
回答：いいえ。ただし、自身にとって重大な問題を引き起こす可能性はあります。パスワードを紛失した
場合、リカバリが可能な唯一の手段が、サーバーの電源を切り、長時間にわたってコイン型電池を取り除
くことのみである状況になる場合があります。通常、20～30 分は電池を取り除く必要があります。
質問：iLO USB サービスポートが障害になっているようです。このようにして iLO またはサーバーにマルウ
ェアが取り込まれることはありますか?
回答：ありません。サービスポートでは、AHS ログまたは USB Ethernet ドングルを受け入れるようにセ
ットアップされている USB キーのみがサポートされます。それ以外は無視されます。Ethernet の場合、
セキュリティは通常の iLO Ethernet ポートまたは iLO サイドバンド Ethernet ポートと同じです。暗号化
され、認証と承認が必要です。より高度なセキュリティ状態が有効になっている場合、同じルールが適用
されます。iLO サービスポートからは何も起動することができません。
質問：安全な消去とは正確にはどういうことですか?
回答：セキュリティパラメーターまたは顧客識別可能なパラメーターを格納するデバイスは、NIST
800-88r1 標準に従って消去されます。これは Intelligent Provisioning を介して実行されます。この動作
は、通常、完了までに 26 時間程度かかるため、軽率に実行しないでください。ほぼすべての時間は、
NAND フラッシュの内容の消去に費やされます。
質問：iLO セキュリティにバックドアはありますか?
回答：いいえ。
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