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CLI を使用して管理者認証と RBAC を管理します

管理者認証と RBAC の概要については、 CLI を使用してくださ
い

ONTAP クラスタ管理者および Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者のログインアカ
ウントを有効にすることができます。管理者が実行できる機能は、ロールベースアクセ
ス制御（ RBAC ）を使用して定義することもできます。

ログインアカウントと RBAC は次の方法で有効にします。

• System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）
を使用する必要がある。

• すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。

• クラスタに関する情報の収集に SNMP を使用しない。

管理者認証と RBAC のワークフロー

ローカルまたはリモートの管理者アカウントに対して認証を有効にすることができま
す。ローカルアカウントのアカウント情報はストレージシステムに、リモートアカウン
トのアカウント情報はストレージシステム以外の場所に格納されます。各アカウントに
は、事前定義されたロールまたはカスタムロールを割り当てることができます。
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ローカル管理者アカウントには、次の種類の認証を使用した管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）または
データ SVM へのアクセスを許可できます。

• パスワード

• SSH 公開鍵

• SSL 証明書

• SSH 多要素認証（ MFA ）

ONTAP 9.3 以降では、パスワードと公開鍵による認証がサポートされます。

リモートの管理者アカウントには、次の種類の認証を使用した管理 SVM またはデータ SVM へのアクセスを
許可できます。

• Active Directory

• SAML 認証（管理 SVM のみ）

ONTAP 9.3 以降では、 Service Processor Infrastructure 、 ONTAP API 、または System Manager のいず
れかの Web サービスを使用することで、管理 SVM へのアクセスに Security Assertion Markup Language

（ SAML ）認証を使用できます。

• ONTAP 9.4 以降では、 LDAP サーバまたは NIS サーバ上のリモートユーザに SSH MFA を使用できま
す。nsswitch と公開鍵による認証がサポートされます。

管理者認証と RBAC 設定用のワークシートです

ログインアカウントを作成してロールベースアクセス制御（ RBAC ）を設定する前に、
設定ワークシートの各項目について情報を収集しておく必要があります。

ログインアカウントを作成または変更します

次の値はで指定します security login create コマンドは、ログインアカウントによるStorage Virtual

Machine（SVM）へのアクセスを有効にする場合に使用します。にも同じ値を指定します security login

modify コマンドは、アカウントによるSVMへのアクセス方法を変更するときに使用します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver アカウントがアクセスする SVM の
名前。デフォルト値はクラスタの
管理 SVM の名前です。

-user-or-group-name アカウントのユーザ名またはグル
ープ名。グループ名を指定する
と、そのグループ内の各ユーザの
アクセスが有効になります。ユー
ザ名またはグループ名を複数のア
プリケーションに関連付けること
ができます。
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-application SVM へのアクセスに使用するアプ
リケーション。

• http

• ontapi

• snmp

• ssh

-authmethod アカウントの認証に使用する方
法。

• cert SSL証明書認証用

• domain Active Directory認証用

• nsswitch LDAPまたはNIS認
証に使用します

• password ユーザパスワード認
証用

• publickey 公開鍵認証用

• community （SNMPコミュニ
ティストリング）

• usm SNMPユーザセキュリティ
モデルの場合

• saml Security Assertion

Markup Language（SAML）認
証に使用します

-remote-switch-ipaddress リモートスイッチの IP アドレスで
す。リモートスイッチは、クラス
タスイッチヘルスモニタ（ CSHM

）で監視されるクラスタスイッ
チ、または MetroCluster ヘルスモ
ニタ（ MCC-HM ）で監視される
Fibre Channel （ FC ）スイッチで
す。このオプションは、アプリケ
ーションがの場合にのみ適用され

ます snmp 認証方法はです usm。
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-role アカウントに割り当てられている
アクセス制御ロール。

• クラスタ（管理SVM）の場
合、デフォルト値はです

admin。

• データSVMの場合、デフォル

ト値はです vsadmin。

-comment （オプション）アカウントの説
明。テキストは二重引用符（ " ）
で囲む必要があります。

-is-ns-switch-group アカウントがLDAPグループアカウ
ントかNISグループアカウントか

(yes または no）。

-second-authentication

-method

ONTAP 9.3 * で多要素認証を使用
する場合の第 2 の認証方法：

• none 多要素認証を使用しない
場合は、デフォルト値

• publickey 公開鍵認証の場合

authmethod は、passwordま
たはnsswitchです

• password でのユーザパスワー
ド認証に使用します

authmethod は公開鍵です

• nsswitch authmethod

がpublickeyの場合のユーザパ
スワード認証用

ONTAP 9.4以降
では、nsswitch

がサポートされ
ます。

認証の順序は、常に公開鍵が先で
パスワードがあとです。
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-is-ldap-fastbind ONTAP 9.11.1以降では、trueに設
定すると、nsswitch認証に対し
てLDAPファストバインドが有効に
なります。デフォルトはfalseで
す。LDAP高速バインドを使用する
には、を使用します

-authentication-method 値は
に設定する必要があります

nsswitch。 "nsswitch認証
のLDAP fastbindについて説明しま
す。"

カスタムロールを定義する

次の値はで指定します security login role create コマンドは、カスタムロールを定義するときに使
用します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver （オプション）ロールに関連付け
られている SVM の名前。

-role ロールの名前。

-cmddirname ロールでアクセスできるコマンド
またはコマンドディレクトリ。コ
マンドサブディレクトリの名前は
二重引用符（ " ）で囲む必要があ

ります。例： "volume

snapshot"。入る必要があります

DEFAULT すべてのコマンドディレ
クトリを指定します。
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-access （任意）ロールのアクセスレベ
ル。コマンドディレクトリの場合
：

• none （カスタムロールのデフ
ォルト値）は、コマンドディレ
クトリ内のコマンドへのアクセ
スを拒否します

• readonly へのアクセスを許可

します show コマンドディレク
トリとそのサブディレクトリ内
のコマンド

• all コマンドディレクトリとそ
のサブディレクトリ内のすべて
のコマンドへのアクセスを許可
します

for_nonintrinsic commands_（末尾

がでないコマンド create、

modify、 delete`または `show
）：

• none （カスタムロールのデフ
ォルト値）は、コマンドへのア
クセスを拒否します

• readonly は適用されません

• all コマンドへのアクセスを許
可します

組み込みコマンドへのアクセスを
許可または拒否するには、コマン
ドディレクトリを指定する必要が
あります。

-query （任意）アクセスレベルのフィル
タリングに使用されるクエリーオ
ブジェクト。コマンドの有効なオ
プションまたはコマンドディレク
トリ内のコマンドの形式で指定し
ます。クエリオブジェクトは二重
引用符（ " ）で囲む必要がありま
す。たとえば、コマンドディレク

トリがの場合などです volume、

クエリーオブジェクト "-aggr

aggr0" のアクセスを有効にしま

す aggr0 アグリゲートのみ：
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ユーザアカウントに公開鍵を関連付けます

次の値はで指定します security login publickey create コマンドは、SSH公開鍵をユーザアカウン
トに関連付けるときに使用します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver （オプション）アカウントがアク
セスする SVM の名前。

-username アカウントのユーザ名。デフォル
ト値 `admin`に変更します。これ
は、クラスタ管理者のデフォルト
名です。

-index 公開鍵のインデックス番号。デフ
ォルト値は、アカウントに対して
最初に作成されたキーの場合は 0

です。それ以外の場合、デフォル
ト値は、そのアカウントに対して
既存の最も大きいインデックス番
号の 1 つ以上になります。

-publickey OpenSSH 公開鍵。キーは二重引用
符（ " ）で囲む必要があります。

-role アカウントに割り当てられている
アクセス制御ロール。

-comment （オプション）公開鍵についての
説明。テキストは二重引用符（ "

）で囲む必要があります。
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-x509-certificate （任意）ONTAP 9.13.1以降で
は、SSH公開鍵とのX.509証明書の
関連付けを管理できます。

X.509証明書をSSH公開鍵に関連付
けると、ONTAPはSSHログイン時
にこの証明書が有効かどうかを確
認します。有効期限が切れている
か失効している場合、ログインは
許可されず、関連するSSH公開鍵
は無効になります。有効な値は次
のとおり

• install：指定したPEMでエ
ンコードされたX.509証明書を
インストールし、SSH公開鍵に
関連付けます。インストールす
る証明書の全文を含めます。

• modify：PEMでエンコードさ
れた既存のX.509証明書を指定
された証明書に更新し、SSH公
開鍵に関連付けます。新しい証
明書の全文を含めます。

• delete：既存のX.509証明書
とSSH公開鍵の関連付けを削除
します。

CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールする。

次の値はで指定します security certificate generate-csr コマンドは、SVMをSSLサーバとして認
証する際に使用するデジタル証明書署名要求（CSR）を生成するときに使用します。

フィールド 説明 あなたの価値

-common-name 証明書の名前。完全修飾ドメイン
名（ FQDN ）またはカスタム共通
名を指定できます。

-size 秘密鍵のビット数。値が大きいほ
ど、キーのセキュリティは向上し

ます。デフォルト値はです 2048。

指定できる値はです 512、 1024、

1536`および `2048。

-country SVM が設置されている国の 2 文字
のコード。デフォルト値はです

US。コードの一覧については、マ
ニュアルページを参照してくださ
い。
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-state SVM が設置されている都道府県。

-locality SVM が設置されている市区町村。

-organization SVM を管理している組織。

-unit SVM を管理している組織内の部
門。

-email-addr SVM の管理担当者の E メールアド
レス。

-hash-function 証明書の署名に使用する暗号化ハ
ッシュ関数。デフォルト値はです

SHA256。指定できる値はです

SHA1、 SHA256`および `MD5。

次の値はで指定します security certificate install コマンドは、クラスタまたはSVMをSSLサーバ
として認証する際に使用するCA署名デジタル証明書をインストールする場合に使用します。次の表には、ア
カウント設定に関連するオプションのみを示します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver 証明書をインストールする SVM の
名前。

-type 証明書のタイプ。

• server （サーバ証明書と中間
証明書）

• client-ca SSLクライアント
のルートCAの公開鍵証明書用

• server-ca ONTAP がクライ
アントであるSSLサーバのルー
トCAの公開鍵証明書用

• client ONTAP をSSLクライ
アントとして使用するための自
己署名またはCA署名のデジタ
ル証明書および秘密鍵

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

次の値はで指定します security login domain-tunnel create コマンドは、データSVM用のSMBサー
バをすでに設定しており、SVMをゲートウェイまたはクラスタへのActive Directoryドメインコントローラア
クセスの_tunnel_として設定する場合に使用します。
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フィールド 説明 あなたの価値

-vserver SMB サーバが設定されている
SVM の名前。

次の値はで指定します vserver active-directory create コマンドは、SMBサーバを設定しておら
ず、Active DirectoryドメインにSVMコンピュータアカウントを作成する場合に使用します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver Active Directory コンピュータアカ
ウントを作成する SVM の名前。

-account-name コンピュータアカウントの
NetBIOS 名。

-domain 完全修飾ドメイン名（ FQDN ）。

-ou ドメイン内の組織単位。デフォル

ト値はです CN=Computers

。ONTAP はこの値をドメイン名に
付加して、 Active Directory 識別名
を生成します。

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定

次の値はで指定します vserver services name-service ldap client create コマンドは、SVM用
のLDAPクライアント設定を作成するときに使用します。

ONTAP 9.2以降では -ldap-servers フィールドがに置き換わります -servers フィール
ド。この新しいフィールドには、 LDAP サーバの値としてホスト名または IP アドレスを指定
できます。

次の表には、アカウント設定に関連するオプションのみを示します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver クライアント設定の SVM の名前。

-client-config クライアント設定の名前。

-servers • ONTAP 9.0 、 9.1 * ：クライア
ントの接続先 LDAP サーバの
IP アドレスをカンマで区切っ
て指定します。
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-ldap-servers • ONTAP 9.2 * ：クライアントの
接続先 LDAP サーバの IP アド
レスとホスト名をカンマで区切
って指定します。

-schema クライアントが LDAP クエリの作
成に使用するスキーマ。

-use-start-tls クライアントがStart TLSを使用し
てLDAPサーバとの通信を暗号化す

るかどうか (true または false
）。

Start TLS は、デー
タ SVM へのアクセ
スでのみサポートさ
れます。管理 SVM

へのアクセスではサ
ポートされません。

次の値はで指定します vserver services name-service ldap create コマンドは、LDAPクライアン
ト設定をSVMに関連付けるときに使用します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver クライアント設定を関連付ける
SVM の名前。

-client-config クライアント設定の名前。

-client-enabled SVMでLDAPクライアント設定を使

用できるかどうか (true または

false）。

次の値はで指定します vserver services name-service nis-domain create コマンドは、SVM

にNISドメイン設定を作成するときに使用します。

ONTAP 9.2以降では -nis-servers フィールドがに置き換わります -servers フィールド。
この新しいフィールドには、 NIS サーバの値としてホスト名または IP アドレスを指定できま
す。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver ドメイン設定を作成する SVM の名
前。

-domain ドメインの名前。
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-active ドメインがアクティブかどうか

(true または false）。

-servers • ONTAP 9.0 、 9.1 * ：ドメイン
設定で使用される NIS サーバ
の IP アドレスをカンマで区切
って指定します。

-nis-servers • ONTAP 9.2 * ：ドメイン設定で
使用する NIS サーバの IP アド
レスおよびホスト名をカンマで
区切って指定します。

次の値はで指定します vserver services name-service ns-switch create コマンドは、ネームサ
ービスソースの参照順序を指定するときに使用します。

フィールド 説明 あなたの価値

-vserver ネームサービスの参照順序を設定
する SVM の名前。

-database ネームサービスデータベース。

• hosts （ファイルおよびDNS

ネームサービス）

• group （ファイル、LDAP、お
よびNISの各ネームサービス）

• passwd （ファイル、LDAP、
およびNISの各ネームサービス
）

• netgroup （ファイル、
LDAP、およびNISの各ネーム
サービス）

• namemap （ファイルおよ
びLDAPネームサービス）

-sources ネームサービスソースを検索する
順序（カンマで区切ったリスト
）。

• files

• dns

• ldap

• nis

12



SAML アクセスを設定する

ONTAP 9.3以降では、で次の値を指定します security saml-sp create SAML認証を設定するコマン
ド。

フィールド 説明 あなたの価値

-idp-uri アイデンティティプロバイダ（ IdP

）メタデータのダウンロード元で
ある IdP ホストの FTP アドレスま
たは HTTP アドレス。

-sp-host SAML サービスプロバイダホスト
（ ONTAP システム）のホスト名
または IP アドレス。デフォルトで
は、クラスタ管理 LIF の IP アドレ
スが使用されます。

-cert-ca および -cert

-serial`または `-cert-

common-name

サービスプロバイダホスト（
ONTAP システム）のサーバ証明書
の詳細。サービスプロバイダの証
明書発行認証局（CA）と証明書の
シリアル番号、またはサーバ証明
書の共通名を入力できます。

-verify-metadata-server IdPメタデータサーバのIDを検証す

るかどうか true または false

）。この値は常にに設定すること

を推奨します true。

ログインアカウントを作成します

ログインアカウントの作成の概要

クラスタおよび SVM の管理者アカウントは、ローカルまたはリモートのいずれかとし
て有効にできます。ローカルアカウントでは、アカウント情報、公開鍵、セキュリティ
証明書がストレージシステムに格納されます。AD アカウント情報はドメインコントロ
ーラに格納されます。LDAP および NIS アカウントは LDAP サーバおよび NIS サーバ上
に存在します。

クラスタ管理者と SVM 管理者

クラスタ管理者は、クラスタの管理 SVM にアクセスします。管理SVMとクラスタ管理者（予約された名前）

admin は、クラスタのセットアップ時に自動的に作成されます。

デフォルトを持つクラスタ管理者 admin ロールは、クラスタ全体とそのリソースを管理できます。クラスタ
管理者は、必要に応じて別のロールを割り当てた別のクラスタ管理者を作成することができます。
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SVM administrator は、データ SVM にアクセスします。クラスタ管理者は、必要に応じてデータ SVM と
SVM 管理者を作成します。

SVM管理者には、が割り当てられます vsadmin デフォルトではロール。クラスタ管理者は、必要に応じて
SVM 管理者に別のロールを割り当てることができます。

リモートクラスタおよび SVM の管理者アカウントには、「 adm 」、「 bin 」、「 cli 」、「
daemon 」、「 ftp 」、 "games " 、 "halt" 、 "lp " 、 "mail" 、 "man" 、 「 naroot 」、「 netapp

」、「 news 」、「 nobody 」、「 operator 」、 "root" 、 "shutdown" 、 "sshd" 、 "sync" 、
"sys" 、 "uucp" 、および "www" 。

マージされたロール

同じユーザに対して複数のリモートアカウントを有効にすると、そのユーザには各アカウントに対して指定さ
れたロールがすべて割り当てられます。つまり、LDAPまたはNISアカウントにが割り当てられている場合で

す vsadmin ロールが割り当てられ、同じユーザのADグループアカウントにが割り当てられます vsadmin-

volume ロール。ADユーザは、より包括的なを使用してログインします vsadmin 機能：ロールは、 _

merged__ と呼ばれます。

ローカルアカウントアクセスを有効にします

ローカルアカウントアクセスの有効化の概要

ローカルアカウントでは、アカウント情報、公開鍵、セキュリティ証明書がストレージ

システムに格納されます。を使用できます security login create コマンドを使用
して、ローカルアカウントが管理またはデータSVMにアクセスできるようにします。

パスワードアカウントアクセスを有効にします

を使用できます security login create コマンドを使用して、管理者アカウントが
パスワードを使用して管理またはデータSVMにアクセスできるようにします。コマンド
を入力するとパスワードの入力を求められます。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、を使用します security login

modify コマンドを使用してあとでロールを追加します。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントがパスワードを使用して SVM にアクセスできるようにします。

security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name

-application application -authmethod authentication_method -role role -comment

comment

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。
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次のコマンドは、クラスタ管理者アカウントを有効にします admin1 を使用します backup 管理SVM

にアクセスするためのロールengCluster パスワードを使用する。コマンドを入力するとパスワードの入
力を求められます。

cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name

admin1 -application ssh -authmethod password -role backup

SSH 公開鍵アカウントを有効にします

を使用できます security login create コマンドを使用して、管理者アカウント
がSSH公開鍵を使用して管理またはデータSVMにアクセスできるようにします。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

• アカウントが SVM にアクセスするためには、アカウントに公開鍵を関連付けておく必要があります。

ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

• ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、を使用します security login

modify コマンドを使用してあとでロールを追加します。

クラスタでFIPSモードを有効にする場合は、サポートされているキーアルゴリズムのない既存のSSH公開鍵
アカウントを、サポートされるキータイプで再設定する必要があります。FIPSを有効にする前にアカウント
を再設定する必要があります。そうしないと、管理者認証が失敗します。

次の表に、ONTAP SSH接続でサポートされるホストキータイプアルゴリズムを示します。これらのキータイ
プは、SSH公開認証の設定には適用されません。

ONTAP リリース FIPSモードでサポートされるキー
タイプ

FIPS以外のモードでサポートされ
るキータイプ

9.11.1以降 ECDSA - sha2 - nistp256 ecdsa-sha2-nistp256 + rsa-sha2-

512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519

+ ssh-dss+ ssh-rsa

9.10.1以前 ECDSA - sha2 -nistp256 + ssh-

ed25519

ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-

ed25519 + ssh-dss+ ssh-rsa

9.11.1では、SSH-ed25519ホストキーアルゴリズムのサポートが廃止されました

詳細については、を参照してください "FIPS を使用してネットワークセキュリティを設定する"。

ステップ
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1. ローカル管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して SVM にアクセスできるようにします。

security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name

-application application -authmethod authentication_method -role role -comment

comment

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは、SVM管理者アカウントを有効にします svmadmin1 を使用します vsadmin-volume

SVMにアクセスするためのロールengData1 SSH公開鍵の使用：

cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name

svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume

完了後

管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連付け
ておく必要があります。

ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

多要素認証（MFA）アカウントを有効にします

多要素認証の概要

多要素認証（MFA）を使用すると、管理SVMまたはデータSVMにログインする際にユー
ザに2つの認証方式の指定を要求することで、セキュリティを強化できます。

ONTAPのバージョンに応じて、SSH公開鍵、ユーザパスワード、および時間ベースのワンタイムパスワード
（TOTP）を組み合わせて多要素認証を設定できます。

ONTAP バージョン 最初の認証方法 2番目の認証方法

9.13.1以降 SSH 公開鍵 TOTP

ユーザパスワード TOTP

9.3 以降 SSH 公開鍵 ユーザパスワード

MFAにTOTPが設定されている場合は、クラスタ管理者が最初にローカルユーザアカウントを有効にしてか
ら、ローカルユーザがアカウントを設定する必要があります。
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多要素認証を有効にします

多要素認証（MFA）を使用すると、管理SVMまたはデータSVMにログインする際にユー
ザに2つの認証方式の指定を要求することで、セキュリティを強化できます。

このタスクについて

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、を使用します security login

modify コマンドを使用してあとでロールを追加します。

"管理者に割り当てられているロールの変更"

• 認証に公開鍵を使用している場合は、アカウントがSVMにアクセスする前にアカウントに公開鍵を関連付
ける必要があります。

"ユーザアカウントに公開鍵を関連付けます"

このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

• ONTAP 9.12.1以降では、FIDO2（Fast Identity Online）またはPIV（Personal Identity Verification）認証標
準を使用して、SSHクライアントMFAにYubikeyハードウェア認証デバイスを使用できます。

SSH公開鍵とユーザパスワードを使用してMFAを有効にします

ONTAP 9.3以降では、クラスタ管理者がSSH公開鍵とユーザパスワードを使用してMFAを使用してログイン
するためのローカルユーザアカウントを設定できます。

1. ローカルユーザアカウントでSSH公開鍵とユーザパスワードを使用してMFAを有効にします。
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security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name

<user_name> -application ssh -authentication-method <password|publickey>

-role admin -second-authentication-method <password|publickey>

次のコマンドを実行するには、SVM管理者アカウントが必要です admin2 を使用します admin SVMにロ

グインするためのロールengData1 SSH公開鍵とユーザパスワードの両方を使用して、次の手順を実行し
ます。

cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name

admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin

-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':

Please enter it again:

Warning: To use public-key authentication, you must create a public key

for user "admin2".

TOTPでMFAを有効にする

ONTAP 9.13.1以降では、SSH公開鍵またはユーザパスワードと時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP

）の両方を使用してローカルユーザに管理SVMまたはデータSVMへのログインを要求することで、セキュリ
ティを強化できます。TOTPを使用してMFAのアカウントを有効にしたあと、ローカルユーザはにログインす
る必要があります "設定を完了します"。

TOTPは、現在の時刻を使用してワンタイムパスワードを生成するコンピュータアルゴリズムです。TOTPを
使用する場合は、常にSSH公開鍵またはユーザパスワードに続く2番目の認証形式になります。

作業を開始する前に

これらのタスクを実行するには、ストレージ管理者である必要があります。

手順

最初の認証方法としてユーザパスワードまたはSSH公開鍵を使用し、2番目の認証方法としてTOTPを使用し
てMFAを設定できます。
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ユーザパスワードとTOTPでMFAを有効にします

1. ユーザパスワードとTOTPを使用して、ユーザアカウントで多要素認証を有効にします。

新規ユーザーアカウントの場合

security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name

<user_or_group_name> -application ssh -authentication-method

password -second-authentication-method totp -role <role> -comment

<comment>

既存のユーザーアカウントの場合

security login modify -vserver <svm_name> -user-or-group-name

<user_or_group_name> -application ssh -authentication-method

password -second-authentication-method totp -role <role> -comment

<comment>

2. TOTPを使用したMFAが有効になっていることを確認します。

security login show

SSH公開鍵とTOTPを使用してMFAを有効にします

1. SSH公開鍵とTOTPを使用した多要素認証のユーザアカウントを有効にします。

新規ユーザーアカウントの場合

security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name

<user_or_group_name> -application ssh -authentication-method

publickey -second-authentication-method totp -role <role> -comment

<comment>

既存のユーザーアカウントの場合

security login modify -vserver <svm_name> -user-or-group-name

<user_or_group_name> -application ssh -authentication-method

publickey -second-authentication-method totp -role <role> -comment

<comment>

2. TOTPを使用したMFAが有効になっていることを確認します。
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security login show

完了後

• 管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連
付けておく必要があります。

"ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

• TOTPを使用したMFAの設定を完了するには、ローカルユーザがログインする必要があります。

"TOTPを使用してMFA用のローカルユーザアカウントを設定します"

関連情報

の詳細を確認してください "ONTAP 9での多要素認証（TR-4647）"。

TOTPを使用してMFA用のローカルユーザアカウントを設定します

ONTAP 9.13.1以降では、時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP）を使用して多要
素認証（MFA）でユーザアカウントを設定できます。

作業を開始する前に

• ストレージ管理者が必要です "TOTPでMFAを有効にする" ユーザーアカウントの2番目の認証方法とし
て。

• プライマリユーザアカウントの認証方法は、ユーザパスワードまたは公開SSHキーである必要がありま
す。

• スマートフォンと連携するようにTOTPアプリを設定し、TOTPシークレットキーを作成する必要がありま
す。

TOTPは、Google Authenticatorなどのさまざまな認証アプリでサポートされています。

手順

1. 現在の認証方法でユーザーアカウントにログインします。

現在の認証方法は、ユーザパスワードまたはSSH公開鍵である必要があります。

2. アカウントでTOTP設定を作成します。

security login totp create -vserver "<svm_name>" -username

"<account_username >"

3. アカウントでTOTP設定が有効になっていることを確認します。

20

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647pdf.pdf


security login totp show -vserver "<svm_name>" -username

"<account_username>"

TOTPシークレットキーをリセットします

アカウントのセキュリティを保護するために、TOTPシークレットキーが侵害されたり紛
失したりした場合は、それを無効にして新しいシークレットキーを作成する必要があり
ます。

キーが侵害された場合はTOTPをリセットします

TOTPシークレットキーが侵害されたにもかかわらずアクセスできる場合は、侵害されたキーを削除して新し
いキーを作成できます。

1. ユーザパスワードまたはSSH公開鍵と侵害されたTOTPシークレットキーを使用してユーザアカウントに
ログインします。

2. 侵害されたTOTPシークレットキーを削除します。

security login totp delete -vserver <svm_name> -username

<account_username>

3. 新しいTOTPシークレットキーを作成します。

security login totp create -vserver <svm_name> -username

<account_username>

4. アカウントでTOTP設定が有効になっていることを確認します。

security login totp show -vserver <svm_name> -username

<account_username>

キーを紛失した場合はTOTPをリセットします

TOTPシークレットキーが失われた場合は、ストレージ管理者にに問い合わせてください "キーを無効にしま
す"。キーが無効になったら、最初の認証方法を使用してログインし、新しいTOTPを設定できます。

開始する前に：

ストレージ管理者がTOTPシークレットキーを無効にする必要があります。ストレージ管理者アカウントがな
い場合は、ストレージ管理者に連絡してキーを無効にしてください。

手順

1. ストレージ管理者がTOTPシークレットを無効にしたら、プライマリの認証方法を使用してローカルアカ
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ウントにログインします。

2. 新しいTOTPシークレットキーを作成します。

security login totp create -vserver <svm_name> -username

<account_username >

3. アカウントでTOTP設定が有効になっていることを確認します。

security login totp show -vserver <svm_name> -username

<account_username>

ローカルアカウントのTOTPシークレットキーを無効にします

ローカルユーザの時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP）シークレットキーが失わ
れた場合、失われたキーをストレージ管理者が無効にしてからユーザが新しいTOTPシー
クレットキーを作成する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、クラスタ管理者アカウントからのみ実行できます。

ステップ

1. TOTPシークレットキーを無効にします。

security login totp delete -vserver "<svm_name>" -username

"<account_username>"

SSL 証明書アカウントを有効にします

を使用できます security login create コマンドを使用して、管理者アカウント
がSSL証明書を使用して管理またはデータSVMにアクセスできるようにします。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

• アカウントが SVM にアクセスするためには、 CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールしてお
く必要があります。

CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

• ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、を使用してあとでロールを追加で
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きます security login modify コマンドを実行します

管理者に割り当てられているロールの変更

クラスタ管理者アカウントの場合、でのみ証明書認証がサポートされます http および

ontapi アプリケーション：SVM管理者アカウントの場合、でのみ証明書認証がサポートされ

ます ontapi アプリケーション：

ステップ

1. ローカル管理者アカウントが SSL 証明書を使用して SVM にアクセスできるようにします。

security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name

-application application -authmethod authentication_method -role role -comment

comment

コマンド構文全体については、を参照してください "ONTAP のマニュアルページ - リリース別"。

次のコマンドは、SVM管理者アカウントを有効にします svmadmin2 デフォルトで設定されています

vsadmin SVMにアクセスするためのロールengData2 SSLデジタル証明書を使用する。

cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name

svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert

完了後

CA 署名済みサーバデジタル証明書がインストールされていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする
前にインストールしておく必要があります。

CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

Active Directory アカウントアクセスを有効にします

を使用できます security login create コマンドを使用して、Active Directory（AD

）ユーザまたはグループアカウントが管理またはデータSVMにアクセスできるようにし
ます。AD グループのすべてのユーザは、グループに割り当てられたロールを使用して
SVM にアクセスできます。

必要なもの

• クラスタ時間と AD ドメインコントローラの時刻を、誤差が 5 分以内となるように同期する必要がありま
す。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

• アカウントが SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのア
クセスを設定しておく必要があります。

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定しています
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このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

• ONTAP 9.13.1以降では、ADユーザパスワードを使用して、SSH公開鍵をプライマリまたはセカンダリの
認証方式として使用できます。

• ONTAP 9.11.1以降では、を使用できます "nsswitch認証のためのLDAP高速バインド" AD LDAPサーバでサ
ポートされている場合。

• ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、を使用します security login

modify コマンドを使用してあとでロールを追加します。

管理者に割り当てられているロールの変更

ADグループアカウントへのアクセスは、でのみサポートされます SSH および ontapi アプリ
ケーション：ADグループは、多要素認証に一般的に使用されるSSH公開鍵認証ではサポートさ
れません。

ステップ

1. AD のユーザまたはグループ管理者アカウントが SVM にアクセスできるようにします。

◦ ADユーザの場合：*

ONTAP
バージョン

プライマリ認
証

セカンダリ認
証

コマンドを実行します

9.13.1以降 公開鍵 なし
security login create -vserver

<svm_name> -user-or-group-name

<user_name> -application ssh

-authentication-method publickey

-role <role>
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ONTAP
バージョン

プライマリ認
証

セカンダリ認
証

コマンドを実行します

9.13.1以降 ドメイン 公開鍵 新規ユーザーの場合

security login create -vserver

<svm_name> -user-or-group-name

<user_name> -application ssh

-authentication-method domain -second

-authentication-method publickey

-role <role>

既存のユーザーの場合

security login modify -vserver

<svm_name> -user-or-group-name

<user_name> -application ssh

-authentication-method domain -second

-authentication-method publickey

-role <role>

9.0以降 ドメイン なし
security login create -vserver

<svm_name> -user-or-group-name

<user_name> -application

<application> -authentication-method

domain -role <role> -comment

<comment> [-is-ldap-fastbind true]

◦ ADグループの場合：*

ONTAP
バージョン

プライマリ認
証

セカンダリ認
証

コマンドを実行します

9.0以降 ドメイン なし
security login create -vserver

<svm_name> -user-or-group-name

<user_name> -application <application>

-authentication-method domain -role

<role> -comment <comment> [-is-ldap-

fastbind true]

+ コマンド構文全体については、を参照してください "管理者認証およびRBAC設定用のワークシート"
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完了後

AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが
SVM にアクセスする前に設定しておく必要があります。

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定しています

LDAP または NIS アカウントアクセスを有効にします

を使用できます security login create LDAPまたはNISのユーザアカウントが管理
またはデータSVMにアクセスできるようにするコマンド。LDAP サーバまたは NIS サー
バから SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアクセスする
前に設定しておく必要があります。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

• グループアカウントはサポートされていません。

• アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを
設定しておく必要があります。

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定する

このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

• ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、を使用します security login

modify コマンドを使用してあとでロールを追加します。

管理者に割り当てられているロールの変更

• ONTAP 9.4 以降では、 LDAP サーバまたは NIS サーバを経由するリモートユーザに対して多要素認証（
MFA ）がサポートされます。

• ONTAP 9.11.1以降では、を使用できます "nsswitch認証のためのLDAP高速バインド" LDAPサーバでサポ
ートされている場合。

• LDAP問題 は既知のものであるため、は使用しないでください ':' LDAPユーザアカウント情報の任意の

フィールドの（コロン）文字（例： gecos、 `userPassword`など）。そうしないと、そのユーザの検索
操作が失敗します。

手順

1. LDAP または NIS のユーザアカウントまたはグループアカウントが SVM にアクセスできるようにしま
す。

security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_name

-application application -authmethod nsswitch -role role -comment comment -is

-ns-switch-group yes|no [-is-ldap-fastbind true]

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

"ログインアカウントを作成または変更する"
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次のコマンドは、LDAPまたはNISのクラスタ管理者アカウントを有効にします guest2 を使用します

backup 管理SVMにアクセスするためのロールengCluster。

cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name

guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup

2. LDAP ユーザまたは NIS ユーザに対して MFA ログインを有効にします。

security login modify -user-or-group-name rem_usr1 -application ssh

-authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second

-authentication-method publickey

認証方法はと指定できます publickey および2番目の認証方法をに設定します nsswitch。

次の例では MFA 認証を有効にしています。

cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2

-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver

cluster-1 -second-authentication-method publickey"

完了後

LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアク
セスする前に設定しておく必要があります。

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定する

SAML 認証を設定する

ONTAP 9.3 以降では、 Web サービスに Security Assertion Markup Language （ SAML

）認証を設定できます。SAML 認証を設定して有効にすると、 Active Directory や LDAP

などのディレクトリサービスプロバイダではなく、外部のアイデンティティプロバイダ
（ IdP ）によってユーザが認証されます。

必要なもの

• SAML 認証用の IdP を設定しておく必要があります。

• IdP URI が必要です。

このタスクについて

• SAML認証は、にのみ適用されます http および ontapi アプリケーション：

。 http および ontapi アプリケーションは、サービスプロセッサインフラ、ONTAP API、また
はSystem ManagerのWebサービスで使用されます。

• SAML 認証は、管理 SVM へのアクセス時にのみ適用できます。

手順
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1. SAML の設定を作成して、 ONTAP が IdP メタデータにアクセスできるようにします。

security saml-sp create -idp-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name

idp_uri は、IdPメタデータのダウンロード元のIdPホストのFTPアドレスまたはHTTPアドレスです。

ontap_host_name は、SAMLサービスプロバイダホスト（ここではONTAP システム）のホスト名また
はIPアドレスです。デフォルトでは、クラスタ管理 LIF の IP アドレスが使用されます。

必要に応じて、 ONTAP サーバ証明書の情報を指定できます。デフォルトでは、 ONTAP Web サーバ証明
書の情報が使用されます。

cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri

https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify

-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are

active

         will be disrupted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:

https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server

domain to ensure that users are the same for different authentication

methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user

configuration.

ONTAP ホストメタデータにアクセスするための URL が表示されます。

2. IdP ホストから、 ONTAP ホストメタデータを使用して IdP を設定します。

IdP の設定の詳細については、 IdP のマニュアルを参照してください。

3. SAML の設定を有効にします。

security saml-sp modify -is-enabled true

にアクセスする既存のユーザ http または ontapi アプリケーションでSAML認証が自動的に設定されま
す。

4. のユーザを作成する場合 http または ontapi アプリケーションSAMLの設定後、新しいユーザの認証方
式としてSAMLを指定します。

a. SAML認証を使用する新しいユーザのログイン方法を作成します。 security login create

-user-or-group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication

-method saml -vserver svm_name
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cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1

-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12

b. ユーザエントリが作成されたことを確認します。+ security login show

cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

 

Second

User/Group                 Authentication                 Acct

Authentication

Name           Application Method        Role Name        Locked

Method

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

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

admin          console     password      admin            no     none

admin          http        password      admin            no     none

admin          http        saml          admin            -      none

admin          ontapi      password      admin            no     none

admin          ontapi      saml          admin            -      none

admin          service-processor

                           password      admin            no     none

admin          ssh         password      admin            no     none

admin1         http        password      backup           no     none

**admin1         http        saml          backup           -

none**

アクセス制御ロールを管理します

アクセス制御ロールの概要

管理者がアクセスできるコマンドは、管理者に割り当てられたロールで決まります。ロ
ールは管理者のアカウントを作成するときに割り当てます。必要に応じて、別のロール
を割り当てたりカスタムロールを定義したりできます。

管理者に割り当てられているロールを変更します

を使用できます security login modify コマンドを使用して、クラスタ管理者アカ
ウントまたはSVM管理者アカウントのロールを変更します。事前定義またはカスタムの
ロールを割り当てることができます。

必要なもの
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このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. クラスタ管理者または SVM 管理者のロールを変更します。

security login modify -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name

-application application -authmethod authentication_method -role role -comment

comment

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

"ログインアカウントを作成または変更する"

次のコマンドは、ADクラスタ管理者アカウントのロールを変更します DOMAIN1\guest1 に移動します

readonly ロール。

cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name

DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly

次のコマンドは、ADグループアカウントのSVM管理者アカウントのロールを変更します

DOMAIN1\adgroup カスタムに vol_role ロール。

cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name

DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role

カスタムロールを定義する

を使用できます security login role create カスタムロールを定義するコマン
ド。このコマンドを必要な回数だけ実行して、ロールに関連付ける機能の正確な組み合
わせを実現できます。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

• 事前定義かカスタムかにかかわらず、ロールは ONTAP コマンドまたはコマンドディレクトリへのアクセ
スを許可または拒否します。

コマンドディレクトリ (`volume`など）は、関連するコマンドとコマンドサブディレクトリのグループで
す。この手順で説明されている場合を除き、コマンドディレクトリへのアクセスを許可または拒否する
と、ディレクトリとそのサブディレクトリに含まれる各コマンドへのアクセスが許可または拒否されま
す。

• 特定のコマンドまたはサブディレクトリへのアクセスは、親ディレクトリへのアクセスよりも優先されま
す。

あるロールにコマンドディレクトリを定義し、そのあとに親ディレクトリの特定のコマンドまたはサブデ
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ィレクトリに対して異なるアクセスレベルを定義した場合、そのコマンドまたはサブディレクトリに指定
したアクセスレベルが親のアクセスレベルよりも優先されます。

でのみ使用可能なコマンドやコマンドディレクトリへのアクセスを許可するロールをSVM管理

者に割り当てることはできません admin クラスタ管理者（例：） security コマンドディレ
クトリ。

ステップ

1. カスタムロールを定義します。

security login role create -vserver SVM_name -role role -cmddirname

command_or_directory_name -access access_level -query query

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは、を許可します vol_role ロールに内のコマンドへのフルアクセス権が付与されます

volume コマンドディレクトリ、および内のコマンドへの読み取り専用アクセス volume snapshot サ
ブディレクトリ。

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname

"volume" -access all

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume

snapshot" -access readonly

次のコマンドは、を許可します SVM_storage ロール内のコマンドへの読み取り専用アクセス storage

コマンドディレクトリ。内のコマンドにはアクセスできません storage encryption サブディレクトリ

にアクセスし、へのフルアクセスを許可します storage aggregate plex offline 非組み込みコマ
ンド。

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname

"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname

"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname

"storage aggregate plex offline" -access all

クラスタ管理者の事前定義されたロール

ほとんどの場合、クラスタ管理者用に事前定義されたロールで十分です。必要に応じ
て、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは、クラスタ管理者には

事前定義されたが割り当てられます admin ロール。
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次の表に、クラスタ管理者用の事前定義されたロールを示します。

ロール アクセスレベル コマンドまたはコマンドディレク
トリに移動します

管理 すべて すべてのコマンドディレクトリ

(DEFAULT)

Admin-no-FSA（ONTAP 9.12.1以
降で利用可能）

読み取り / 書き込み • すべてのコマンドディレクトリ

(DEFAULT)

• security login rest-

role

• security login role

読み取り専用です • security login rest-

role create

• security login rest-

role delete

• security login rest-

role modify

• security login rest-

role show

• security login role

create

• security login role

create

• security login role

delete

• security login role

modify

• security login role

show

• volume activity-

tracking

• volume analytics

なし

volume file show-disk-

usage

AutoSupport すべて

• set

• system node autosupport

なし その他すべてのコマンドディレク

トリ (DEFAULT)
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バックアップ すべて vserver services ndmp

• 読み取り専用 volume なし

その他すべてのコマンドディレク

トリ (DEFAULT)

• 読み取り専用 すべて

• security login password

自身のユーザアカウントのロー
カルパスワードとキー情報のみ
を管理する場合

• set

なし security

• 読み取り専用 その他すべてのコマンドディレク

トリ (DEFAULT)

なし

。 autosupport ロールは事前定義されたに割り当てられます autosupport AutoSupport

OnDemandで使用されるアカウント。ONTAP では、を変更または削除することはできません

autosupport アカウント：また、ONTAP ではを割り当てることもできません autosupport

他のユーザアカウントへのロール。

SVM 管理者の事前定義されたロール

SVM 管理者用に、ほとんどのニーズに合わせて事前定義されたロールが用意されていま
す。必要に応じて、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは、SVM

管理者には事前定義されたが割り当てられます vsadmin ロール。

次の表に、 SVM 管理者用の事前定義されたロールを示します。

ロール名 機能
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vsadmin • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードと
キー情報を管理します

• ボリューム移動を除くボリュームの管理

• クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびフ
ァイルの管理

• LUN の管理

• privileged delete を除く SnapLock 処理の実行

• プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、
FCFCoE を含む

• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS

• ジョブの監視

• ネットワーク接続およびネットワークインターフ
ェイスの監視

• SVM の健常性を監視

vsadmin-volume • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードと
キー情報を管理します

• ボリュームの移動を含む、ボリュームの管理

• クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびフ
ァイルの管理

• LUN の管理

• プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FC

（ FCoE を含む

• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS

• ネットワークインターフェイスの監視

• SVM の健常性を監視

vsadmin-protocol のいずれかです • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードと
キー情報を管理します

• プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FC

（ FCoE を含む

• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS

• LUN の管理

• ネットワークインターフェイスの監視

• SVM の健常性を監視
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vsadmin-backup のストレージシステムで • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードと
キー情報を管理します

• NDMP 処理の管理

• リストアしたボリュームを読み取り / 書き込み可
能にします

• SnapMirror 関係と Snapshot コピーの管理

• ボリュームとネットワーク情報の表示

vsadmin-snaplock • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードと
キー情報を管理します

• ボリューム移動を除くボリュームの管理

• クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびフ
ァイルの管理

• privileged delete などの SnapLock 処理の実行

• プロトコルの設定： NFS 、 SMB

• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS

• ジョブの監視

• ネットワーク接続およびネットワークインターフ
ェイスの監視

vsadmin-readonly （読み取り専用 • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードと
キー情報を管理します

• SVM の健常性を監視

• ネットワークインターフェイスの監視

• ボリュームと LUN を表示します

• サービスとプロトコルの表示

管理者アカウントを管理する

管理者アカウントの管理の概要

アカウントアクセスを有効にした方法によっては、ローカルアカウントへの公開鍵の関
連付け、 CA 署名済みサーバデジタル証明書のインストール、 AD 、 LDAP 、 NIS のア
クセスの設定などが必要になる場合があります。これらのタスクはすべて、アカウント
アクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

管理者アカウントに公開鍵を関連付けます

SSH 公開鍵認証を使用する場合、アカウントが SVM にアクセスするためには、管理者
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アカウントに公開鍵を関連付ける必要があります。を使用できます security login

publickey create 管理者アカウントにキーを関連付けるコマンド。

作業を開始する前に

• SSH キーを生成しておく必要があります。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

このタスクについて

SSH でのアカウントの認証にパスワードと SSH 公開鍵の両方を使用する場合、アカウントはまず公開鍵を使
用して認証されます。

手順

1. 管理者アカウントに公開鍵を関連付けます。

security login publickey create -vserver SVM_name -username user_name -index

index -publickey certificate -comment comment

コマンド構文全体については、のワークシートリファレンスを参照してください "ユーザアカウントへの
公開鍵の関連付け"。

2. 公開鍵を表示して変更を確認します。

security login publickey show -vserver SVM_name -username user_name -index

index

例

次のコマンドは、SVM管理者アカウントに公開鍵を関連付けます svmadmin1 SVM用 engData1。公開鍵の
インデックス番号は 5 です。

cluster1::> security login publickey create -vserver engData1 -username

svmadmin1 -index 5 -publickey

"<key text>"

管理者アカウントのSSH公開鍵とX.509証明書を管理します

管理者アカウントによるSSH認証のセキュリティを強化するには、を使用します

security login publickey SSH公開鍵およびそのX.509証明書との関連付けを管理
するための一連のコマンド。

公開鍵とX.509証明書を管理者アカウントに関連付けます

ONTAP 9.13.1以降では、管理者アカウントに関連付けた公開鍵にX.509証明書を関連付けることができます。
これにより、そのアカウントのSSHログイン時の証明書の有効期限または失効チェックのセキュリティが強化
されます。

作業を開始する前に
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• このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

• SSH キーを生成しておく必要があります。

• X.509証明書の有効期限のみを確認する必要がある場合は、自己署名証明書を使用できます。

• X.509証明書の有効期限と失効を確認する必要がある場合は、次の手順を実行します。

◦ 認証局（CA）から証明書を受け取っておく必要があります。

◦ を使用して証明書チェーン（中間およびルートのCA証明書）をインストールする必要があります

security certificate install コマンド

◦ SSHに対してOCSPを有効にする必要があります。を参照してください "OCSP を使用してデジタル証
明書が有効であることを確認します" 手順については、を参照し

このタスクについて

SSH公開鍵とX.509証明書の両方を使用してSSH経由でアカウントを認証する場合、ONTAPは、SSH公開鍵
を使用して認証する前にX.509証明書の有効性をチェックします。証明書の有効期限が切れているか失効して
いる場合、SSHログインは拒否され、公開鍵は自動的に無効になります。

手順

1. 公開鍵とX.509証明書を管理者アカウントに関連付けます。

security login publickey create -vserver SVM_name -username user_name -index

index -publickey certificate -x509-certificate install

コマンド構文全体については、のワークシートリファレンスを参照してください "ユーザアカウントへの
公開鍵の関連付け"。

2. 公開鍵を表示して変更を確認します。

security login publickey show -vserver SVM_name -username user_name -index

index

例

次のコマンドは、公開鍵とX.509証明書をSVM管理者アカウントに関連付けます svmadmin2 SVM用

engData2。公開鍵にはインデックス番号6が割り当てられます。

cluster1::> security login publickey create -vserver engData2 -username

svmadmin2 -index 6 -publickey

"<key text>" -x509-certificate install

Please enter Certificate: Press <Enter> when done

<certificate text>

管理者アカウントのSSH公開鍵から証明書の関連付けを削除します

公開鍵を保持したまま、アカウントのSSH公開鍵から現在の証明書の関連付けを削除できます。

作業を開始する前に

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
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手順

1. 管理者アカウントからX.509証明書の関連付けを削除し、既存のSSH公開鍵を保持します。

security login publickey modify -vserver SVM_name -username user_name -index

index -x509-certificate delete

2. 公開鍵を表示して変更を確認します。

security login publickey show -vserver SVM_name -username user_name -index

index

例

次のコマンドは、X.509証明書の関連付けをSVM管理者アカウントから削除します svmadmin2 SVM用

engData2 インデックス番号6です。

cluster1::> security login publickey modify -vserver engData2 -username

svmadmin2 -index 6 -x509-certificate delete

管理者アカウントから公開鍵と証明書の関連付けを削除します

アカウントから現在の公開鍵と証明書の設定を削除できます。

作業を開始する前に

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

手順

1. 管理者アカウントから公開鍵とX.509証明書の関連付けを削除します。

security login publickey delete -vserver SVM_name -username user_name -index

index

2. 公開鍵を表示して変更を確認します。

security login publickey show -vserver SVM_name -username user_name -index

index

例

次のコマンドは、SVM管理者アカウントから公開鍵とX.509証明書を削除します svmadmin3 SVM用

engData3 インデックス番号7です。

cluster1::> security login publickey delete -vserver engData3 -username

svmadmin3 -index 7
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CA 署名済みサーバ証明書を生成してインストールします

CA 署名済みサーバ証明書の概要を生成してインストールする

本番用システムでは、クラスタまたは SVM を SSL サーバとして認証する際に使用する
CA 署名デジタル証明書をインストールすることを推奨します。を使用できます

security certificate generate-csr 証明書署名要求（CSR）を生成するコマン

ドと security certificate install 認証局から返された証明書をインストールす
るコマンド。

証明書署名要求を生成します

を使用できます security certificate generate-csr 証明書署名要求（CSR）を
生成するコマンド。要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が認証局（ CA ）
から送信されます。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

手順

1. CSR を生成します

security certificate generate-csr -common-name FQDN_or_common_name -size

512|1024|1536|2048 -country country -state state -locality locality

-organization organization -unit unit -email-addr email_of_contact -hash

-function SHA1|SHA256|MD5

次のコマンドは、を使用してCSRを作成します 2048-によって生成されたビット秘密鍵 SHA256 で使用す

るハッシュ関数 Software のグループ IT カスタム共通名がである会社の部署

server1.companyname.com`をクリックします `Sunnyvale、 California、 USA。SVM担当者の

管理者のEメールアドレスはです web@example.com。CSR と秘密鍵が出力に表示されます。
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cluster1::>security certificate generate-csr -common-name

server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California

-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr

web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx

CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G

CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS

xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci

2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO

UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Private Key :

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb

mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu

KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM

gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu

xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5

cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA

peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==

-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for

future reference.

2. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できるサードパーティの CA に送信し、
署名を求めます。

要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。秘密鍵と CA 署名デジタル証
明書のコピーは保管する必要があります。

CA 署名済みサーバ証明書をインストールします

を使用できます security certificate install CA署名済みサーバ証明書をSVM

にインストールするコマンドONTAP は、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する、認
証局（ CA ）のルート証明書と中間証明書の入力を求めます。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ステップ
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1. CA署名済みサーバ証明書をインストールします。 security certificate install -vserver

SVM_name -type certificate_type

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

ONTAP から、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する CA ルート証明書と中間証明書の
入力を求められます。チェーンは、サーバ証明書を発行した CA の証明書から始まり、 CA

のルート証明書まで続く場合があります。中間証明書が 1 つでも抜けていると、サーバ証
明書のインストールに失敗します。

次のコマンドは、CA署名付きをインストールします server SVM上の証明書と中間証明書engData2。

cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server

Please enter Certificate: Press <Enter> when done

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh

cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV

BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4

WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG

EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA

MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry

-----END CERTIFICATE-----

Please enter Private Key: Press <Enter> when done

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF

C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT

PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ

z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U

DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9

AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg

aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=

-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates

{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh

bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu

Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g

QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe

BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX

DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
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YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0

-----END CERTIFICATE-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates

{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0

IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz

BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y

aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG

9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy

NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y

azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs

YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw

-----END CERTIFICATE-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates

{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital

certificate for future reference.

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

Active Directory ドメインコントローラアクセスの概要を設定する

AD アカウントから SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラ
スタまたは SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。データ SVM 用に SMB

サーバをすでに設定している場合は、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウ
ェイまたは tunnel として設定できます。SMB サーバを設定していない場合は、 AD ド
メインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成できます。

ONTAP は、次のドメインコントローラ認証サービスをサポートしています。

• Kerberos

• LDAP

• Netlogon

• ローカルセキュリティ局（ LSA ）

ONTAP は、次のセッションキーアルゴリズムをサポートしており、セキュアな Netlogon 接続を実現しま
す。

42



セッションキーアルゴリズム 使用可能な場所

HMAC-SHA256 （ Advanced Encryption Standard （
AES ）に基づく）

ONTAP 9.10.1 以降

DES および HMAC-MD5 （強力なキーが設定されて
いる場合）

ONTAP 9 のすべてのリリース

ONTAP 9.10.1 以降での Netlogon セキュアチャネルの確立時に AES セッションキーを使用する場合は、次の
コマンドを使用して AES セッションキーをイネーブルにする必要があります。

cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for-netlogon-channel true

デフォルトはです false。

9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、ドメインコントローラがセキュアな Netlogon サービスに AES を適用
すると、接続に失敗します。これらのリリースでは、 ONTAP との強力なキー接続を受け入れるようにドメイ
ンコントローラを設定する必要があります。

認証トンネルを設定します

データSVM用のSMBサーバがすでに設定されている場合は、を使用できます security

login domain-tunnel create コマンドを使用して、SVMをADによるクラスタへの
アクセス用のゲートウェイ（tunnel）として設定します。

必要なもの

• データ SVM 用の SMB サーバを設定しておく必要があります。

• AD ドメインのユーザアカウントによるクラスタの管理 SVM へのアクセスを有効にしておく必要があり
ます。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 AD アクセス用の SVM ゲートウェイ（ドメイントンネル）がある場合に、 AD ド
メインで NTLM を無効にしていれば、管理認証に Kerberos を使用できます。以前のリリースでは、 SVM ゲ
ートウェイの管理者認証で Kerberos がサポートされていませんでした。この機能はデフォルトで有効になっ
ており、設定は必要ありません。

注

Kerberos 認証は常に最初に試行されます。失敗すると、 NTLM 認証が試行されます。

ステップ

1. SMB 対応データ SVM を AD ドメインコントローラがクラスタにアクセスするための認証トンネルとして
設定します。

security login domain-tunnel create -vserver SVM_name

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

ユーザを認証するには、 SVM が実行されている必要があります。

次のコマンドは、SMB対応のデータSVMを設定しますengData 認証トンネルとして使用します。
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cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData

ドメインに SVM コンピュータアカウントを作成します

データSVM用のSMBサーバを設定していない場合は、を使用できます vserver

active-directory create コマンドを使用して、ドメインにSVM用のコンピュータ
アカウントを作成します。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

このタスクについて

を入力した後 vserver active-directory create コマンドを実行すると、ドメイン内の指定した組織
単位にコンピュータを追加するための十分な権限を持つADユーザアカウントのクレデンシャルを入力するよ
うに求められます。アカウントのパスワードは空にできません。

ステップ

1. AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成します。

vserver active-directory create -vserver SVM_name -account-name

NetBIOS_account_name -domain domain -ou organizational_unit

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは、という名前のコンピュータアカウントを作成します ADSERVER1 ドメイン上

example.com SVM用 engData。コマンドを入力すると、 AD ユーザアカウントのクレデンシャルの入
力を求められます。

cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account

-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply

the name and password of a Windows account with sufficient privileges to

add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"

domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定
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LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスの概要を設定

LDAP アカウントまたは NIS アカウントから SVM にアクセスするためには、 LDAP サ
ーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。スイッ
チ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できま
す。

LDAP サーバアクセスを設定する

LDAP アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバから SVM へのアクセ

スを設定しておく必要があります。を使用できます vserver services name-

service ldap client create コマンドを使用してSVMにLDAPクライアント設定を

作成します。その後、を使用できます vserver services name-service ldap

create コマンドを使用してLDAPクライアント設定をSVMに関連付けます。

必要なもの

• をインストールしておく必要があります "CA 署名済みサーバデジタル証明書" 指定します。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

このタスクについて

ほとんどの LDAP サーバでは、 ONTAP が提供する次のデフォルトスキーマを使用できます。

• MS-AD-BIS （ほとんどの Windows Server 2012 以降の AD サーバで推奨されるスキーマ）

• AD-IDMU （ Windows Server 2008 、 Windows Server 2012 、およびそれ以降の AD サーバ）

• AD-SFU （ Windows Server 2003 以前の AD サーバ）

• RFC-2307 （ UNIX LDAP サーバ）

他のスキーマを使用する必要がある場合を除き、デフォルトのスキーマを使用することを推奨します。その場
合は、デフォルトスキーマをコピーし、コピーを変更することによって、独自のスキーマを作成できます。詳
細については、次のドキュメントを参照してください。

• "NFS の設定"

• https://["ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"^]

手順

1. SVMにLDAPクライアント設定を作成します。 vserver services name-service ldap client

create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers

LDAP_server_IPs -schema schema -use-start-tls true|false

Start TLS は、データ SVM へのアクセスでのみサポートされます。管理 SVM へのアクセ
スではサポートされません。

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは、という名前のLDAPクライアント設定を作成します corp 指定しますengData。クライ

アントは、IPアドレスを使用してLDAPサーバに匿名でバインドします 172.160.0.100 および
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172.16.0.101。クライアントはを使用します RFC-2307 LDAPクエリを作成するためのスキーマ。ク
ライアントとサーバ間の通信は Start TLS を使用して暗号化されます。

cluster1::>vserver services name-service ldap client create

-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101

-schema RFC-2307 -use-start-tls true

ONTAP 9.2以降では、フィールドが表示されます -ldap-servers フィールドを置き換え

ます -servers。この新しいフィールドには、 LDAP サーバのホスト名または IP アドレス
を指定できます。

2. LDAPクライアント設定をSVMに関連付けます。 vserver services name-service ldap create

-vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled

true|false

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは、LDAPクライアント設定を関連付けます corp SVMを使用しますengData、SVM

でLDAPクライアントを有効にします。

cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData

-client-config corp -client-enabled true

ONTAP 9.2以降では vserver services name-service ldap create コマンドは設
定の自動検証を実行し、ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージを
報告します。

3. vserver services name-service ldap check コマンドを使用して、ネームサーバのステータスを検証しま
す。

次のコマンドは、 SVM vs0 上の LDAP サーバを検証します。

cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |

| Client Configuration Name: c1                               |

| LDAP Status: up                                             |

| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server

"10.11.12.13".                                              |

ネームサービスのチェックコマンドは ONTAP 9.2 以降で使用できます。

NIS サーバアクセスの設定

NIS アカウントが SVM にアクセスするためには、 NIS サーバから SVM へのアクセスを
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設定しておく必要があります。を使用できます vserver services name-service

nis-domain create コマンドを使用してSVMにNISドメイン設定を作成します。

必要なもの

• SVM に NIS ドメインを設定するためには、設定済みのすべてのサーバが使用可能でアクセスできる状態
になっている必要があります。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

このタスクについて

複数の NIS ドメインを作成できます。に設定できるNISドメインは1つだけです active 一度に。

ステップ

1. SVMにNISドメイン設定を作成します。 vserver services name-service nis-domain create

-vserver SVM_name -domain client_configuration -active true|false -nis-servers

NIS_server_IPs

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

ONTAP 9.2以降では、フィールドが表示されます -nis-servers フィールドを置き換えま

す -servers。この新しいフィールドには、 NIS サーバのホスト名または IP アドレスを指
定できます。

次のコマンドは、SVMにNISドメイン設定を作成します engData。NISドメイン nisdomain は作成時に

アクティブになり、IPアドレスを使用してNISサーバと通信します 192.0.2.180。

cluster1::>vserver services name-service nis-domain create

-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180

ネームサービススイッチを作成します

ネームサービススイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソ

ースとして使用できます。を使用できます vserver services name-service ns-

switch modify コマンドを使用して、ネームサービスソースの参照順序を指定しま
す。

必要なもの

• LDAP サーバおよび NIS サーバのアクセスを設定しておく必要があります。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

ステップ

1. ネームサービスソースの参照順序を指定します。

vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database

name_service_switch_database -sources name_service_source_order

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。
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次のコマンドは、のLDAPおよびNISネームサービスソースの検索順序を指定します passwd 上のデータ

ベース engDataSVM：

cluster1::>vserver services name-service ns-switch

modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis

管理者パスワードを変更します

初期パスワードは、システムへの初回ログイン後すぐに変更してください。SVM管理者

は、を使用できます security login password コマンドを使用して自分のパスワー

ドを変更します。クラスタ管理者は、を使用できます security login password コ
マンドを使用して管理者のパスワードを変更します。

必要なもの

• 自分のパスワードを変更するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

• 他の管理者のパスワードを変更するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

新しいパスワードは次のルールに従う必要があります。

• ユーザ名を含めることはできません

• 8 文字以上である必要があります

• アルファベットと数字がそれぞれ 1 文字以上含まれている必要があります

• 直近の 6 つのパスワードと同じパスワードは使用できません

を使用できます.security login role config modify コマンドを使用して、特定のロー
ルに関連付けられているアカウントのパスワードルールを変更します。詳細については、のマ

ニュアルページを参照してください.security login role config modify

ステップ

1. 管理者パスワードを変更します。 security login password -vserver SVM_name -username

user_name

管理者のパスワードを変更するコマンドの例を次に示します admin1 SVM用vs1.example.com。現在の
パスワードの入力を求められたら、新しいパスワードを入力して、もう一度入力します。

vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username

admin1

Please enter your current password:

Please enter a new password:

Please enter it again:
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管理者アカウントをロックおよびロック解除します

を使用できます security login lock 管理者アカウントをロックするコマンド、お

よび security login unlock コマンドを使用してアカウントのロックを解除しま
す。

必要なもの

これらのタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 管理者アカウントをロックします。

security login lock -vserver SVM_name -username user_name

次のコマンドは、管理者アカウントをロックします admin1 SVM用 vs1.example.com：

cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1

2. 管理者アカウントのロックを解除します。

security login unlock -vserver SVM_name -username user_name

次のコマンドは、管理者アカウントのロックを解除します admin1 SVM用 vs1.example.com：

cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1

失敗したログインを管理します

ログイン試行が繰り返し失敗する場合、侵入者がストレージシステムへのアクセスを試
みていることが疑われます。侵入を防ぐためにさまざまな対策を講じることができま
す。

失敗したログインを確認する方法

イベント管理システム（ EMS ）では 1 時間ごとに失敗したログイン試行を通知します。失敗したログインの

記録は、で確認できます audit.log ファイル。

ログイン試行が繰り返し失敗する場合の対処方法

侵入を防ぐための短期的な対策としては、次のような方法があります。

• パスワードに大文字、小文字、特殊文字、数字を最低何文字か含めるように要求します

• ログインに失敗したあとに間隔を設定します

• 許容されるログイン失敗回数を制限し、指定した回数を超えたユーザをロックアウトします
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• 指定した日数アクティブでないアカウントを期限切れにしてロックアウトします

を使用できます security login role config modify コマンドを使用してこれらのタスクを実行しま
す。

長期的に見て、次の手順を実行することもできます。

• を使用します security ssh modify コマンドを使用して、新しく作成するすべてのSVMに対してログ
インの失敗回数を制限します。

• ユーザにパスワードの変更を求めることで、既存の MD5 アルゴリズムのアカウントをより安全な SHA-

512 アルゴリズムに移行する。

管理者アカウントのパスワードに SHA-2 を適用します

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で
変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5

は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウ
ントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用
するよう促す必要があります。

このタスクについて

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

• 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。

• 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユー
ザにパスワードの変更を強制します。

• 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。

• ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサ
ポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）
を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

https://["管理性の向上"]

手順

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。

a. すべてのMD5管理者アカウントを期限切れにします。 security login expire-password

-vserver * -username * -hash-function md5

これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼し
ます。

アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージ
が表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。
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2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強
制的にアカウントを移行します。

a. まだMD5ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（advanced権限レベル）。

security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5

-lock-after integer

で指定した日数が経過した後 `-lock-after`ユーザーはMD5アカウントにアクセスできません。

b. ユーザがパスワードを変更する準備ができたら、アカウントのロックを解除します。 security

login unlock -vserver vserver_name -username user_name

c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従って
パスワードを変更するよう促します。

管理者による検証を管理します

マルチ管理者検証の概要

ONTAP 9.11.1以降では、マルチ管理検証（MAV）を使用して、ボリュームやSnapshot

コピーの削除などの特定の処理を、指定した管理者からの承認がないと実行できないよ
うにすることができます。これにより、侵害を受けた管理者、悪意のある管理者、また
は経験の浅い管理者が、望ましくない変更やデータの削除を行うことを防止でき

マルチ管理者検証の設定は、次のとおりです。

• "1つ以上の管理者承認グループを作成します。"

• "マルチ管理者検証機能の有効化。"

• "ルールを追加または変更する。"

初期設定後、これらの要素はMAV承認グループ（MAV管理者）の管理者のみが変更できます。

マルチ管理者検証を有効にすると、保護されたすべての処理が完了するために次の3つの手順が必要となりま
す。

• ユーザが処理を開始すると、が実行されます "要求が生成されます。"

• 実行する前に、少なくとも1つは必要です "MAV管理者は承認する必要があります。"

• 承認されると、ユーザーは操作を完了します。

複数管理者による検証は、自動化の負荷が大きいボリュームやワークフローでは使用しないことを想定してい
ます。自動化された各タスクを完了するには承認が必要なためです。オートメーションとMAVを併用する場合

は、MAVの特定の操作にクエリを使用することをお勧めします。たとえば、適用できます volume delete

MAVルールは、自動化が関係しないボリュームにのみ適用され、特定の命名規則を使用して指定できます。

MAVの管理者の承認なしでマルチ管理者検証機能を無効にする必要がある場合は、ネットアッ
プサポートに連絡して、次の技術情報アーティクルを記載します。 https://["MAV管理者が利用
できない場合にマルチ管理者検証を無効にする方法"^]。
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マルチ管理者検証の仕組み

マルチ管理者検証は、次の要素で構成されます。

• 承認権限と拒否権を持つ1人以上の管理者のグループ。

• 保護された操作またはコマンドのセット（a_rules table_）

• a_rulesエンジン_保護されたオペレーションの実行を識別および制御します

MAVルールは、Role-Based Access Control（RBAC；ロールベースアクセス制御）ルールのあとに評価されま
す。このため、保護された操作を実行または承認する管理者は、それらの操作に対する最低限のRBAC権限を
持っている必要があります。 "RBACの詳細については、こちらをご覧ください。"

マルチ管理者検証を有効にすると、システム定義のルール（_guard-rale_rulesとも呼ばれます）によってMAV

処理のセットが確立され、MAVプロセス自体が回避されるリスクが含まれます。これらの操作をルールテーブ
ルから削除することはできません。MAVを有効にすると、アスタリスク（）で指定された操作は、実行前に1

人以上の管理者による承認を必要とします。ただし、 show *コマンドは除きます。

• security multi-admin-verify modify*

管理者による検証機能の設定を制御します。

• security multi-admin-verify approval-group 操作*

管理者による検証クレデンシャルを使用して、一連の管理者のメンバーシップを制御します。

• security multi-admin-verify rule 操作*

管理者による検証が必要な一連のコマンドを制御します。

• security multi-admin-verify request 操作

承認プロセスを制御します。

マルチ管理者検証を有効にした場合、システム定義のコマンドに加えて次のコマンドもデフォルトで保護され
ますが、これらのコマンドの保護を解除するようにルールを変更することができます。

• security login password

• security login unlock

• set

ONTAP 9.11.1以降のリリースでは、次のコマンドを保護できます。
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cluster peer delete

event config modify

security login create

security login delete

security login modify

system node run

system node systemshell

volume delete

volume flexcache delete

volume snaplock modify

volume snapshot autodelete modify

volume snapshot delete

volume snapshot policy add-schedule

volume snapshot policy create

volume snapshot policy delete

volume snapshot policy modify

volume snapshot policy modify-schedule

volume snapshot policy remove-schedule

volume snapshot restore

vserver peer delete

複数管理者による承認の仕組み

保護された操作がMAV保護されたクラスタで入力されると、操作の実行要求が指定されたMAV管理者グルー
プに送信されます。

次の項目を設定できます。

• MAVグループ内の管理者の名前、連絡先情報、および数。

MAV管理者には、クラスタ管理者権限を持つRBACロールが必要です。

• MAV管理者グループの数。

◦ MAVグループは、保護された各操作ルールに割り当てられます。

◦ 複数のMAVグループの場合、どのMAVグループが特定のルールを承認するかを設定できます。

• 保護された操作を実行するために必要なMAV承認の数。

• MAV管理者が承認要求に応答する必要がある_承認の失効_期間。

• 要求元の管理者が処理を完了する必要がある_実行のexpiry_period。

これらのパラメータを設定したら、MAV承認が必要です。

MAV管理者は、保護された操作を実行するための独自の要求を承認できません。そのため、次の

• 管理者が1人だけのクラスタではMAVを有効にしないでください。

• MAVグループにユーザーが1人しかいない場合、MAV管理者は保護された操作を入力できません。通常の
管理者は、これらの操作を入力する必要があり、MAV管理者は承認のみを行えます。

• MAV管理者が保護された操作を実行できるようにするには、MAV管理者の数が、必要な承認数よりも1人
大きくなければなりません。たとえば、保護された操作に2つの承認が必要で、MAV管理者がそれらを実

53



行する場合、MAV管理者グループには3人の承認が必要です。

MAV管理者は、（EMSを使用して）Eメールアラートで承認要求を受信するか、要求キューを照会できます。
リクエストを受け取った場合、次の3つのアクションのいずれかを実行できます。

• 承認します

• 拒否（拒否）

• 無視（操作なし）

MAVルールに関連付けられているすべての承認者に電子メール通知が送信されるのは、次の場合です。

• リクエストが作成されました。

• リクエストが承認または拒否された場合。

• 承認されたリクエストが実行されます。

リクエスト者が同じ承認グループに属している場合は、リクエストが承認されると電子メールが送信されま
す。

*注：*リクエスト者は、承認グループに属している場合でも、リクエスト者自身のリクエストを承認できませ
ん。ただし、Eメール通知を受け取ることはできます。承認グループに属していない（つまり、MAV管理者で
はない）リクエスタは、電子メール通知を受信しません。

保護された操作の実行の仕組み

保護された操作の実行が承認されると、要求されたユーザーは操作を続行します。処理が拒否された場合、要
求元ユーザは処理を続行する前に要求を削除する必要があります。

MAVルールはRBAC権限の後に評価されます。そのため、操作の実行に十分なRBACアクセス許可がないユー
ザーはMAV要求プロセスを開始できません。

管理者の承認グループを管理します

Multi-Admin Verification（MAV；マルチ管理者検証）を有効にする前に、1人以上の管理
者が承認権限または拒否権限を付与される管理者承認グループを作成する必要がありま
す。マルチ管理者検証を有効にすると、承認グループのメンバーシップを変更した場合
には、既存の資格のある管理者の承認が必要になります。

このタスクについて

既存の管理者をMAVグループに追加したり、新しい管理者を作成したりできます。

MAV機能は、既存のロールベースアクセス制御（RBAC）設定に対応しています。MAV管理者は、MAV管理者
グループに追加する前に、保護された操作を実行するための十分な権限を持っている必要があります。
"RBACの詳細については、こちらをご覧ください。"

MAVを設定して、承認リクエストが保留中であることをMAV管理者に通知できます。そのためには、Eメール

通知（特に）を設定する必要があります Mail From および Mail Server パラメータ—または、これらの
パラメータをクリアして通知を無効にすることもできます。MAV管理者は、電子メールアラートを使用しない
で、承認キューを手動でチェックする必要があります。
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System Manager の手順の略

MAV承認グループを初めて作成する場合は、「System Manager手順 to」を参照してください "マルチ管理者
検証を有効にします。"

既存の承認グループを変更する、または追加の承認グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. 管理者による検証を受ける管理者を特定します。

a. [Cluster]>[Settings.]をクリックします

b. をクリックします  をクリックします

c. をクリックします  [Users.]の下にあります

d. 必要に応じて名簿を変更します。

詳細については、を参照してください "管理者アクセスの制御"

2. MAV承認グループを作成または変更します。

a. [Cluster]>[Settings.]をクリックします

b. をクリックします  「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。（が表示されます
 アイコン（MAVがまだ設定されていない場合）。

▪ Name：グループ名を入力します。

▪ 承認者：ユーザーのリストから承認者を選択します。

▪ Eメールアドレス：Eメールアドレスを入力します。

▪ デフォルトグループ：グループを選択します。

MAVを有効にした後、既存の設定を編集するにはMAV承認が必要です。

CLI 手順の略

1. に値が設定されていることを確認します Mail From および Mail Server パラメータ入力するコマンド

event config show

次のような情報が表示されます。

cluster01::> event config show

                           Mail From:  admin@localhost

                         Mail Server:  localhost

                           Proxy URL:  -

                          Proxy User:  -

 Publish/Subscribe Messaging Enabled:  true

次のパラメータを入力して設定します。

event config modify -mail-from email_address -mail-server server_name

55

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_security_administrator_access.html


2. 管理者による検証を受ける管理者を特定します

実行する処理 入力するコマンド

現在の管理者を表示します security login show

現在の管理者のクレデンシャルの変更 security login modify <parameters>

新しい管理者アカウントを作成します security login create -user-or-group

-name admin_name -application ssh

-authentication-method password

3. MAV承認グループを作成します。

security multi-admin-verify approval-group create [ -vserver svm_name] -name

group_name -approvers approver1[,approver2…] [[-email address1], address1…]

◦ -vserver -このリリースでは管理SVMのみがサポートされます。

◦ -name - MAVグループ名（最大64文字）。

◦ -approvers - 1人以上の承認者のリスト。

◦ -email -リクエストが作成、承認、拒否、または実行されたときに通知される1つ以上の電子メール
アドレス。

*例：*次のコマンドは、2つのメンバーと関連付けられたEメールアドレスを持つMAVグループを作成
します。

cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group create -name

mav-grp1 -approvers pavan,julia -email pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com

4. グループの作成とメンバーシップを確認します。

security multi-admin-verify approval-group show

◦ 例： *

cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group show

Vserver  Name        Approvers        Email

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

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

svm-1    mav-grp1   pavan,julia      email

pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com

MAVグループの初期設定を変更するには、次のコマンドを使用します。

*注意：*すべての場合、MAV管理者による承認が必要です。
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実行する処理 入力するコマンド

グループの特性を変更するか、既存のメンバー情報を
変更します

security multi-admin-verify approval-

group modify [parameters]

メンバーを追加または削除します security multi-admin-verify approval-

group replace [-vserver svm_name] -name

group_name [-approvers-to-add

approver1[,approver2…]][-approvers-to-

remove approver1[,approver2…]]

グループを削除します security multi-admin-verify approval-

group delete [-vserver svm_name] -name

group_name

マルチ管理者検証を有効または無効にします

Multi-admin Verification（MAV；マルチ管理者検証）は明示的に有効にする必要がありま
す。マルチ管理者検証を有効にした後は、MAV承認グループ（MAV管理者）の管理者に
よる承認が必要になります。

このタスクについて

MAVを有効にすると、MAVを変更または無効にするには、MAV管理者の承認が必要になります。

MAVの管理者の承認なしでマルチ管理者検証機能を無効にする必要がある場合は、ネットアッ
プサポートに連絡して、次の技術情報アーティクルを記載します。 https://["MAV管理者が利用
できない場合にマルチ管理者検証を無効にする方法"^]。

MAVをイネーブルにすると、次のパラメータをグローバルに指定できます。

承認グループ

グローバル承認グループのリスト。MAV機能を有効にするには、少なくとも1つのグループが必要です。

MAVとAutonomous Ransomware Protection（ARP）を使用している場合は、ARPの一時停
止、無効化、および疑わしい要求のクリアを担当する新規または既存の承認グループを定義し
ます。

必須の承認者

保護された操作を実行するために必要な承認者の数。デフォルトの最小数は1です。

必要な承認者の数は、デフォルトの承認グループ内の一意の承認者の総数よりも少なくする
必要があります。

承認の有効期限（時間、分、秒）

MAV管理者が承認要求に応答する必要がある期間。デフォルト値は1時間（1h）、サポートされる最小値
は1秒（1s）、サポートされる最大値は14日（14d）です。
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実行の有効期限（時間、分、秒）

要求元の管理者が::operationを完了する必要がある期間。デフォルト値は1時間（1h）、サポートされる最
小値は1秒（1s）、サポートされる最大値は14日（14d）です。

特定のパラメータについて、これらのパラメータを上書きすることもできます "操作ルール。"

System Manager の手順の略

1. 管理者による検証を受ける管理者を特定します。

a. [Cluster]>[Settings.]をクリックします

b. をクリックします  をクリックします

c. をクリックします  [Users.]の下にあります

d. 必要に応じて名簿を変更します。

詳細については、を参照してください "管理者アクセスの制御"

2. 少なくとも1つの承認グループを作成し、少なくとも1つのルールを追加して、マルチ管理者検証を有効に
します。

a. [Cluster]>[Settings.]をクリックします

b. をクリックします  「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。

c. をクリックします  1つ以上の承認グループを追加します。

▪ 名前–グループ名を入力します。

▪ 承認者–ユーザーのリストから承認者を選択します。

▪ Eメールアドレス–Eメールアドレスを入力します。

▪ デフォルトグループ–グループを選択します。

d. ルールを少なくとも1つ追加してください。

▪ operation–サポートされているコマンドをリストから選択します。

▪ Query–必要なコマンドオプションと値を入力します。

▪ オプションのパラメータ。グローバル設定を適用する場合は空白のままにします。グローバル設
定を上書きする場合は、特定のルールに別の値を割り当てます。

▪ 必要な承認者の数

▪ 承認グループ

e. [詳細設定*]をクリックして、デフォルトを表示または変更します。

▪ 必要な承認者数（デフォルト：1）

▪ 実行要求の有効期限（デフォルト：1時間）

▪ 承認リクエストの有効期限（デフォルト：1時間）

▪ メールサーバ*

▪ 送信元Eメールアドレス*

*これらは、「通知管理」で管理されている電子メール設定を更新します。まだ設定されていない
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場合は、設定を求めるプロンプトが表示されます。

f. Enable（有効）*をクリックしてMAV初期設定を完了します。

初期設定後、現在のMAVステータスが* Multi-Admin Approval *（マルチ管理者承認）タイルに表示されます。

• ステータス（有効または無効）

• 承認が必要なアクティブな操作

• 保留状態のオープン要求の数

をクリックすると、既存の設定を表示できます 。既存の構成を編集するにはMAV承認が必要です。

マルチ管理者検証を無効にする場合：

1. [Cluster]>[Settings.]をクリックします

2. をクリックします  「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。

3. [有効]トグルボタンをクリックします。

この操作を完了するにはMAV承認が必要です。

CLI 手順の略

CLIでMAV機能をイネーブルにする前に、少なくとも1つ "MAV管理者グループ" を作成しておく必要がありま
す。

実行する処理 入力するコマンド

MAV機能を有効にします security multi-admin-verify modify

-approval-groups group1[,group2…] [-

required-approvers nn ] -enabled true [

-execution-expiry [nnh][nnm][nns]] [

-approval-expiry [nnh][nnm][nns]]

例：次のコマンドは、MAVを1つの承認グループ、2

つの必須承認者、およびデフォルトの有効期限で有
効にします。

cluster-1::> security multi-admin-

verify modify -approval-groups

mav-grp1 -required-approvers 2

-enabled true

1つ以上を追加して初期設定を完了します "操作ルー
ル。"
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実行する処理 入力するコマンド

MAV設定の変更（MAVの承認が必要） security multi-admin-verify approval-

group modify [-approval-groups group1

[,group2…]] [-required-approvers nn ] [

-execution-expiry [nnh][nnm][nns]] [

-approval-expiry [nnh][nnm][nns]]

MAV機能を確認します security multi-admin-verify show

• 例： *

cluster-1::> security multi-admin-

verify show

Is      Required  Execution

Approval Approval

Enabled Approvers Expiry    Expiry

Groups

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

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

true    2         1h        1h

mav-grp1

MAV機能を無効にする（MAVの承認が必要） security multi-admin-verify modify

-enabled false

保護された操作ルールを管理します

MAV（Multi-admin Verification）ルールを作成して、承認が必要な操作を指定します。操
作が開始されるたびに、保護された操作が妨害され、承認の要求が生成されます。

ルールは任意の管理者が適切なRBAC機能を使用してMAVを有効にする前に作成できますが、MAVを有効にす
ると、ルールセットを変更するにはMAV承認が必要になります。

ONTAP 9.11.1では、次のコマンドのルールを作成できます。
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cluster peer delete

event config modify

security login create

security login delete

security login modify

system node run

system node systemshell

volume delete

volume flexcache delete

volume snapshot autodelete modify

volume snapshot delete

volume snapshot policy add-schedule

volume snapshot policy create

volume snapshot policy delete

volume snapshot policy modify

volume snapshot policy modify-schedule

volume snapshot policy remove-schedule

volume snapshot restore

vserver peer delete

また、MAVがイネーブルになっている場合、次のコマンドはデフォルトで保護されますが、これらのコマンド
の保護を解除するためにルールを変更することもできます。

• security login password

• security login unlock

• set

MAV system-defaultコマンドのルール– security multi-admin-verify コマンド–変更できません。

ルールを作成するときに、オプションでを指定できます -query 要求をコマンド機能のサブセットに制限す

るオプション。たとえば、デフォルトのsetコマンドでは、 -query がに設定されます `-privilege diag`つま
り、-privilege diagを指定した場合にのみ、setコマンドに対する要求が生成されます。

smci-vsim20::> security multi-admin-verify rule show

                                               Required  Approval

Vserver Operation                              Approvers Groups

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

vs01    set                                    -         -

          Query: -privilege diagnostic

デフォルトでは、ルールは対応するを指定します security multi-admin-verify request create

“protected_operation” 保護されたオペレーションが入力されると、コマンドが自動的に生成されます。

このデフォルトを変更して、が必要になるようにすることができます request create コマンドは別 々 に
入力してください。

デフォルトでは、ルール固有の例外を指定できますが、ルールは次のグローバルMAV設定を継承します。
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• 承認者の必要数

• 承認グループ

• 承認の有効期限

• 実行の有効期限

System Manager の手順の略

保護された処理ルールを初めて追加する場合は、System Managerの手順 を参照してください "マルチ管理者
検証を有効にします。"

既存のルールセットを変更するには：

1. [Cluster] > [Settings] の順にクリックします。

2. をクリックします  「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。

3. をクリックします  ルールを追加するには、既存のルールを変更または削除することもできます。

◦ operation–サポートされているコマンドをリストから選択します。

◦ Query–必要なコマンドオプションと値を入力します。

◦ オプションのパラメータ–グローバル設定を適用する場合は空欄のままにします。グローバル設定を上
書きする場合は、特定のルールに別の値を割り当てます。

▪ 必要な承認者の数

▪ 承認グループ

CLI 手順の略

すべて security multi-admin-verify rule コマンドを実行するには、以外のMAV管理

者の承認が必要です security multi-admin-verify rule show。

実行する処理 入力するコマンド

ルールを作成します security multi-admin-verify rule create

-operation “protected_operation” [-

query operation_subset] [parameters]

現在の管理者のクレデンシャルの変更 security login modify <parameters>

例：次のルールでは、ルートボリュームの削除が承
認されている必要があります。

security multi-admin-verify rule create

-operation "volume delete" -query "-

vserver vs0
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実行する処理 入力するコマンド

ルールを変更します security multi-admin-verify rule modify

-operation “protected_operation”

[parameters]

ルールを削除します security multi-admin-verify rule delete

-operation “protected_operation”

ルールを表示します security multi-admin-verify rule show

コマンド構文の詳細については、を参照してください security multi-admin-verify rule マニュアル
ページ

保護された操作の実行を要求します

マルチ管理者検証（MAV）が有効になっているクラスタで保護された操作またはコマン
ドを開始すると、ONTAP は自動的に操作を代行受信し、要求を生成するよう要求しま
す。この要求は、MAV承認グループ（MAV管理者）の1人以上の管理者によって承認さ
れる必要があります。または、ダイアログなしでMAV要求を作成することもできます。

承認された場合は、クエリに応答して、要求の有効期限内に処理を完了する必要があります。拒否された場
合、または要求や有効期限を超えた場合は、要求を削除して再送信する必要があります。

MAV機能は既存のRBAC設定に対応しています。つまり、管理者ロールには、MAV設定に関係なく、保護され
た操作を実行するための十分な権限が必要です。 "RBACの詳細については、こちらをご覧ください"。

MAV管理者の場合、保護された操作を実行する要求もMAV管理者によって承認される必要があります。

System Manager の手順の略

ユーザーがメニュー項目をクリックして操作を開始し、操作が保護されると、承認要求が生成され、次のよう
な通知がユーザーに送信されます。

Approval request to delete the volume was sent.

Track the request ID 356 from Events & Jobs > Multi-Admin Requests.

[*Multi-Admin Requests]ウィンドウは、MAVが有効な場合に使用できます。このウィンドウには、ユーザのロ
グインIDとMAVロール（承認者または未承認）に基づいて保留中のリクエストが表示されます。保留中の要求
ごとに、次のフィールドが表示されます。

• 操作

• インデックス（数値）

• ステータス（［保留中］、［承認済み］、［却下済み］、［実行済み］、または［期限切れ］）

リクエストが1人の承認者によって却下された場合、それ以上のアクションは実行できません。
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• query（要求された処理のパラメータまたは値）

• ユーザーを要求しています

• 要求の有効期限はです

• （の数）保留中の承認者

• （数）承認者の候補

要求が承認されると、要求元ユーザは有効期限内に処理を再試行できます。

ユーザが承認なしで操作を再試行すると、次のような通知が表示されます。

Request to perform delete operation is pending approval.

Retry the operation after request is approved.

CLI 手順の略

1. 保護された操作を直接入力するか、MAV requestコマンドを使用します。

例–ボリュームを削除するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

◦ volume delete

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Warning: This operation requires multi-admin verification. To create

a

         verification request use "security multi-admin-verify

request

         create".

         Would you like to create a request for this operation?

          {y|n}: y

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index

3) is

       auto-generated and requires approval.

◦ security multi-admin-verify request create “volume delete”

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index

3)

       requires approval.

2. リクエストのステータスを確認し、MAV通知に応答します。
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a. 要求が承認されたら、CLIメッセージに応答して処理を完了します。

▪ 例： *

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3

         Operation: volume delete

             Query: -vserver vs0 -volume vol1

             State: approved

Required Approvers: 1

 Pending Approvers: 0

   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03

  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36

         Approvals: admin2

       User Vetoed: -

           Vserver: cluster-1

    User Requested: admin

      Time Created: 2/25/2022 13:32:03

     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36

           Comment: -

   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Info: Volume "vol1" in Vserver "vs0" will be marked as deleted and

placed in the volume recovery queue. The space used by the volume

will be recovered only after the retention period of 12 hours has

completed. To recover the space immediately, get the volume name

using (privilege:advanced) "volume recovery-queue show vol1_*" and

then "volume recovery-queue purge -vserver vs0 -volume <volume_name>"

command. To recover the volume use the (privilege:advanced) "volume

recovery-queue recover -vserver vs0       -volume <volume_name>"

command.

Warning: Are you sure you want to delete volume "vol1" in Vserver

"vs0" ?

{y|n}: y

b. 要求が拒否された場合、または有効期限が過ぎた場合は、要求を削除し、再送信するか、MAV管理者
に連絡してください。

▪ 例： *
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cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3

         Operation: volume delete

             Query: -vserver vs0 -volume vol1

             State: vetoed

Required Approvers: 1

 Pending Approvers: 1

   Approval Expiry: 2/25/2022 14:38:47

  Execution Expiry: -

         Approvals: -

       User Vetoed: admin2

           Vserver: cluster-1

    User Requested: admin

      Time Created: 2/25/2022 13:38:47

     Time Approved: -

           Comment: -

   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3)

hasbeen vetoed. You must delete it and create a new verification

request.

To delete, run "security multi-admin-verify request delete 3".

保護された操作要求を管理します

MAV承認グループ（MAV管理者）の管理者に保留中の操作実行要求が通知された場合、
一定の期間（承認期限）内に承認または拒否のメッセージで応答する必要があります。
十分な数の承認が得られない場合、リクエスト者はリクエストを削除して、別のリクエ
ストを作成する必要があります。

このタスクについて

承認リクエストはインデックス番号で識別されます。インデックス番号は電子メールメッセージに含まれ、リ
クエストキューの表示にも含まれます。

要求キューからは、次の情報を表示できます。

操作

要求が作成される保護された操作。

クエリ

ユーザーが操作を適用するオブジェクト。
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状態

リクエストの現在の状態（保留中、承認済み、却下済み、期限切れ） 実行済み。リクエストが1人の承認
者によって却下された場合、それ以上のアクションは実行できません。

必須の承認者

リクエストを承認するために必要なMAV管理者の数。ユーザは、操作ルールのrequired-approversパラメー
タを設定できます。ユーザーが必須承認者をルールに設定していない場合は、グローバル設定の必須承認
者が適用されます。

保留中の承認者

リクエストを承認済みとしてマークするためにリクエストを承認する必要があるMAV管理者の数。

承認の有効期限

MAV管理者が承認要求に応答する必要がある期間。許可されたユーザーは、操作ルールの承認期限を設定
できます。承認期限がルールに設定されていない場合は、グローバル設定の承認期限が適用されます。

実行の有効期限

要求元の管理者が処理を完了する必要のある期間。許可された任意のユーザーは、操作ルールの実行有効
期限を設定できます。実行有効期限がルールに設定されていない場合は、グローバル設定の実行有効期限
が適用されます。

ユーザーが承認しました

リクエストを承認したMAV管理者。

ユーザが拒否しました

リクエストを拒否したMAV管理者。

Storage VM（SVM）

要求が関連付けられているSVM。このリリースでは、管理SVMのみがサポートされます。

ユーザが要求しました

要求を作成したユーザのユーザ名。

作成時刻

リクエストが作成された時刻。

承認された時間

リクエストの状態が承認済みに変更された時刻。

コメント（ Comment ）

リクエストに関連付けられているコメント。

ユーザが許可されました

リクエストが承認された保護された操作の実行を許可されているユーザーのリスト。状況 users-

permitted が空の場合、適切な権限を持つすべてのユーザが処理を実行できます。

期限切れの要求または実行された要求は、制限が1000件に達したとき、または期限切れの要求が8時間を超え
たときにすべて削除されます。拒否された要求は、期限切れとしてマークされると削除されます。
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System Manager の手順の略

MAV管理者は、承認リクエストの詳細、リクエストの有効期限、リクエストを承認または却下するためのリン
クが記載された電子メールメッセージを受信します。承認ダイアログにアクセスするには、Eメール内のリン
クをクリックするか、System Managerで* Events & Jobs > Requests *（イベントとジョブ>要求）に移動し
ます。

[*Requests]ウィンドウは、マルチ管理者検証がイネーブルの場合に使用でき、ユーザのログインIDおよ
びMAVロール（アプルーバまたはそれ以外）に基づいて保留中の要求が表示されます。

• 操作

• インデックス（数値）

• ステータス（［保留中］、［承認済み］、［却下済み］、［実行済み］、または［期限切れ］）

リクエストが1人の承認者によって却下された場合、それ以上のアクションは実行できません。

• query（要求された処理のパラメータまたは値）

• ユーザーを要求しています

• 要求の有効期限はです

• （の数）保留中の承認者

• （数）承認者の候補

MAV管理者は、この画面に追加のコントロールを設定できます。管理者は、個々の操作または操作の選択した
グループを承認、拒否、または削除できます。ただし、MAV管理者が要求元ユーザである場合は、独自の要求
を承認、拒否、または削除することはできません。

CLI 手順の略

1. 保留中のリクエストが電子メールで通知された場合は、リクエストのインデックス番号と承認期限をメモ
します。インデックス番号は、以下の* show または show-pending *オプションを使用して表示すること
もできます。

2. 要求を承認または拒否します。

実行する処理 入力するコマンド

リクエストを承認します security multi-admin-verify request

approve nn

要求を拒否します security multi-admin-verify request

veto nn

すべての要求、保留中の要求、または単一の要求を
表示します

`security multi-admin-verify request { show
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実行する処理 入力するコマンド

show-pending } [nn] { -fields field1[,field2…] [-instance ] }`

キュー内のすべての要求を表示することも、保留中
の要求だけを表示することもできます。インデック
ス番号を入力すると、そのの情報のみが表示されま
す。特定のフィールドに関する情報を表示するに

は、を使用します -fields パラメータ）またはす

べてのフィールドについて（を使用 -instance パ
ラメータ）。

リクエストを削除します security multi-admin-verify request

delete nn

例

次のシーケンスでは、MAV管理者がインデックス番号3のリクエストメールを受信した後、リクエストが承認
されます。これはすでに1つの承認を持っています。

          cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending

                                   Pending

Index Operation      Query State   Approvers Requestor

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

    3 volume delete  -     pending 1         julia

cluster-1::> security multi-admin-verify request approve 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3

         Operation: volume delete

             Query: -

             State: approved

Required Approvers: 2

 Pending Approvers: 0

   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03

  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36

         Approvals: mav-admin2

       User Vetoed: -

           Vserver: cluster-1

    User Requested: julia

      Time Created: 2/25/2022 13:32:03

     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36

           Comment: -

   Users Permitted: -
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例

次のシーケンスは、MAV管理者がインデックス番号3の要求メールを受信した後、すでに1つの承認がある要
求を拒否します。

      cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending

                                   Pending

Index Operation      Query State   Approvers Requestor

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

    3 volume delete  -     pending 1         pavan

cluster-1::> security multi-admin-verify request veto 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3

         Operation: volume delete

             Query: -

             State: vetoed

Required Approvers: 2

 Pending Approvers: 0

   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03

  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36

         Approvals: mav-admin1

       User Vetoed: mav-admin2

           Vserver: cluster-1

    User Requested: pavan

      Time Created: 2/25/2022 13:32:03

     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36

           Comment: -

   Users Permitted: -
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