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概要 

HPE Secure Encryptionについて 
HPE Secure Encryptionは、互換性のあるHPE Smartアレイコントローラーに接続された大量のストレージHDDお

よびSSDに保存されたデータを保護する、コントローラーベースのエンタープライズクラスのデータ暗号化ソ

リューションです。このソリューションはHPE Secure Key Managerと互換性があり、お客様の設定に応じて、環

境でキーマネージャーが使用されている場合も使用されていない場合も機能します。 

Secure Encryptionは、PCI DSS、HIPAA/HITECH、Sarbanes-Oxley、および国のプライバシー法など、機密性の高

いデータの保護要件に準拠するための重要なコンポーネントとして、保存されたデータの暗号化を提供します。

Secure Encryptionでは、取扱注意であると考えられ、XTS-AES 256ビットデータ暗号化の適用によって保護を強化

する必要があるデータを保護します。政府規制を受ける多くの企業では、キー管理に関してNIST承認のアルゴリズ

ムと手法を使って取扱注意のプライバシーデータを保護し、データが危殆化しないようにする必要があります。

Secure Encryptionでは、暗号化をサポートするSmartアレイPx3xコントローラーについては、FIPS-140-2レベル2
認証を取得済みです。HPE SmartアレイPx4xコントローラーの認証は申請中です。詳しくは、National Institute of 
Standards and Technology の Web サイト（ http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html ）にある

『Cryptographic Module Validation Program』（CMVP）を参照してください。 

Secure Encryptionには、以下の主要コンポーネントが必要です。 

• ProLiant Gen8以降のサーバー 

• バージョンPx3x以降のSmartアレイコントローラー。現在サポートされているコントローラーのリストについ

ては、「Smartアレイコントローラー」（「HPE Smartアレイコントローラー」（7ページ））を参照してください。 

• サーバーごとのSecure Encryptionライセンス 

• HPE Smart Storage Administratorバージョン1.60以降 

• 互換性のあるSAS/SATAハードディスクドライブまたはSSD  

• 互換ストレージエンクロージャー 

Secure Encryptionは、個別のクラスター化されたアプライアンスベースのサーバーであるEnterprise Secure Key 
Managerを利用することで、リモートキー管理モード（リモートモード）で動作できます。HPE ESKMでは、デー

タセンター全体のすべての暗号化キーを管理します。ESKMを利用する場合は、ESKMとSmartアレイコントロー

ラーの間の通信は、HPE iLOインターフェイスを経由して確立されます。コントローラーは、新しいキーが生成さ

れるとき、および古いキーが廃棄されるときにESKMと通信します。ESKMは、キーの保管室として機能し、ここ

では、すべてのキーがWebブラウザーインターフェイスを介して管理されます。ESKMについて詳しくは、

「Enterprise Secure Key Manager」（9ページ）を参照してください。iLO接続について詳しくは、「iLO」（「HPE iLO」

（9ページ））を参照してください。 

Secure Encryptionがリモートモードで動作するために必要な追加のコンポーネントを以下に示します。 

• ProLiantサーバー1台ごとにIntegrated Lights Out（iLO）AdvancedまたはScale Out Editionライセンス 

• Enterprise Secure Key Manager 

Secure Encryptionは、付属のキー管理ソリューションがなくても、ローカルキー管理モード（ローカルモード）で

動作できます。 
 

利点 
暗号化の適用範囲が広い 

• Smartアレイコントローラーに接続されたバルクストレージおよびこのコントローラーのキャッシュメモリ

の両方にあるデータを暗号化します 

• ProLiant Gen8以降のサーバーのSmart Driveポートフォリオまたはサポートされるストレージエンクロー

ジャーにあるハードディスクドライブまたはSSDをサポートします 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html
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高可用性と高いスケーラビリティ 

• 個々のデータプライバシー要件に合うように拡張できます 

o 25,000台までのサーバー 

o 数百万のドライブ 

o 数百万の暗号化キー 

• ESKMは、2～8ノードの高可用性クラスタリングをサポートします。 

簡単な展開と管理 

Smart Storage Administratorで、Secure Encryptionの暗号機能を構成し、コントローラーおよびその他の直接接続

ストレージデバイスを管理します 

ユーザーのコンプライアンス規制への準拠を支援 

• ESKMは、FIPS 140-2レベル2認証を取得しています（証明書#1922） 

• HPE SmartアレイGen8 Px3xファミリコントローラーは、FIPS 140-2レベル2認証を取得しています（証明書

#2375） 

• HPE SmartアレイGen9 Px4xファミリコントローラーは、FIPS 140-2レベル1認証を申請中です。 
 

ソリューションのコンポーネント 

HPE Smart Storage Administrator 
HPE SSAは、HPE Smartアレイコントローラー用の構成および管理ツールです。HPE ProLiant Gen8サーバー以降、

ACUはHPE SSAに置き換わり、GUIが拡張されて構成機能が追加されています。 

HPE SSAには、HPE SSA GUI、HPE SSA CLI、およびHPE SSAスクリプティングの3つのインターフェイス形式

があります。すべての形式で構成タスクをサポートしていますが、一部の高度なタスクは1つの形式でのみ使用でき

ます。 

いくつかのHPE SSA機能には次の機能が含まれています。 

• オンラインでのアレイ容量の拡張、論理ドライブの容量の拡大、オンラインスペアの割り当て、およびRAID
またはストライプサイズの移行をサポート 

• [診断]タブで診断およびSmartSSD Wear Gauge機能を提供 

• サポートされているコントローラーの場合は、追加の機能にアクセスできます。 

HPE SSAについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/servers/ssa（英語）

を参照してください。 
 

最小要件 
任意のSSA形式を実行するためのオペレーティングシステムの最小要件については、Hewlett Packard Enterpriseの
Webサイトhttp://www.hpe.com/info/ossupport（英語）を参照してください。 

SSA GUIを実行するためのビデオの最小要件には、モニターの最小解像度1024×768および16ビットカラーが含まれ

ます。GUIでは、次のブラウザーをサポートしています。 

• Mozilla Firefox 9.0以降 

• Microsoft Internet Explorer 8.0以降 

• Google Chrome 

http://www.hpe.com/servers/ssa
http://www.hpe.com/info/ossupport
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HPE Smartアレイコントローラー 
Secure Encryptionは、HPE SmartアレイPX3XおよびPX4Xコントローラー、およびRAIDモードで動作している

HX4X HPE Smart HBAでサポートされています。 

Secure Encryptionをサポートするコントローラーについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

http://www.hpe.com/servers/smartarray（英語）を参照してください。 

Smartアレイコントローラーについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/
info/smartstorage-docsで、該当するSmartアレイコントローラーのユーザーガイドを参照してください。 

 

暗号化機能 
Secure Encryptionの機能とセキュリティ設定のほとんどは、HPE Smart Storage Administratorを介して使用できま

す。リモートモード展開用の追加の機能は、Enterprise Secure Key ManagerおよびIntegrated Lights Out（iLO）を

介して使用できます。 
 

機能 説明 注意事項 
自動キー管理 論理ドライブが作成または削除されると、

暗号化キーがSmartアレイコントローラー
によって自動的に作成、保存、削除されま
す。ユーザーの操作または管理は必要あり
ません。 

- 

コンプライアンス Secure Encryptionは、NIST承認の標準に
準拠するように設計されています。ESKM
は、FIPS 140-2レベル2認証を取得してい
ます（証明書#1922）。 
Secure Encryptionは、企業のお客様が米
国のHealth Insurance Portability and
Accountability Act（HIPAA）とSarbanes-
Oxley Actに関連するデータプライバシー
と保護の要件に準拠できるように支援し
ます。 

詳しくは、「暗号化アルゴリズム」（85
ページ）を参照してください。 

コントローラーキー 
キャッシュ  

Smartアレイコントローラーでは、必要に
応じて、起動時に必要なすべてのキーをコ
ントローラー内部に保存できるので、サー
バーはさまざまなネットワークの機能停
止に対応できます。 

リモートモードのみ 

コントローラーパスワード 起動時に二次パスワードを適用すること
でコントローラーをロックダウンし、盗ま
れた場合にサーバーを保護します。 

詳しくは、「コントローラーパスワー
ドの設定または変更」（39ページ）を
参照してください。 

動的暗号化 ローカルモードとリモートモードの円滑
な切り換え、プレーンテキストデータから
暗号化されたデータへの変換、データと
キーラップ両方に対するキー変更サービ
スを実行できます。 

- 

暗号化キー データは、ボリュームレベルとドライブレ
ベルで階層化された保護を提供する一連
のキーを使って保護されます。このソ
リューションでは、XTS-AES 256ビット暗
号化を利用します。 

- 

Enterprise Secure Key 
Manager 

ESKMでは、暗号化キーの作成、保護、処
理、制御、および暗号化キーへのアクセス
の監査を安全に実行することで、組織の暗
号化制御を統合および自動化します。 

リモートモードのみ。詳しくは、「HPE 
Enterprise Secure Key Manager
（Enterprise Secure Key Manager（9
ページ））を参照してください。 

ESKMキー検索  各ドライブ暗号化キーは、ESKMでシリア
ル番号識別によって確認できるので、中央
の場所から固有のトラッキングと管理を
実施できます。ESKMでは、シリアル番号、
サーバー名、ベイ番号、PCIスロット、お
よび日付によるクエリをサポートしてい
ます。 

リモートモードのみ。詳しくは、「ク
エリの実行」（70ページ）を参照して
ください。 

http://www.hpe.com/servers/smartarray
http://www.hpe.com/info/smartstorage-docs
http://www.hpe.com/info/smartstorage-docs
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機能 説明 注意事項 
ファームウェアロック コントローラーファームウェアが誤って

または未認可ユーザーによってアップ
デートされるのを防ぎます。 

詳しくは、「ファームウェアロックの
有効化/無効化」（56ページ）を参照し
てください。 

ハードウェアベースの暗号化 データとキーを保護するときにSmartアレ
イコントローラーハードウェアを使って、
すべての暗号アルゴリズムの速度を向上
します。 

Smartアレイコントローラーについて
詳しくは、Webサイトhttp://www.
hpe.com/servers/smartarray（英語）
を参照してください。 

Integrated Lights Out（iLO） iLO Managementは、初期展開から継続的
な管理にいたるサーバーのライフサイク
ル全体をサポートする一連の包括的な内
蔵管理機能で、アラート通知とリモートサ
ポートを提供します。 iLOは、すべての
ProLiant Gen8以降のサーバーで利用でき
ます。 
iLO 4 AdvancedまたはScale Outエディ
ションv1.40以降は、ESKMに接続して自動
的に登録を行います。iLOによって、Smart
アレイコントローラーとESKMの間のキー
交換サポートが提供されるので、OSディ
スク暗号化のプリブートサポートを実現
できます。監査サポートは、すべてのキー
管理トランザクションに提供されます。 

リモートモードのみ。詳しくは、「iLO」
（「HPE iLO」（9ページ））を参照して
ください。 

即時ボリューム消去 最初に削除しなくても、論理ボリュームを
暗号によってすぐに消去できる機能を提
供します。 

- 

キーローテーションサポート コントローラーによって使用されるすべ
てのキーのキー変更をサポートするので、
強固なキーローテーション戦略を実現で
きます 

- 

ローカルキー管理モード コントローラーごとに、ユーザーが管理す
るマスター暗号化キーが1つあるシングル
サーバー展開を対象としています。ローカ
ルモードでは、すべてのボリュームには今
までどおり、データ暗号化用の一意のキー
があります。 

詳しくは、「ローカルキー管理モード」
（13ページ）を参照してください。 

一方向暗号化 セキュリティ機能として、データボリュー
ムを暗号化した後にそのボリュームをプ
レーンテキストに戻すことはできません。
プレーンテキストに戻すには、データの復
元が必要です。 

- 

展開前サポート サーバーですべての暗号セキュリティ設
定を事前に構成し、後で使うために電源の
入っていないコントローラーに供給する
と同時に、設定を安全に保持する機能をサ
ポートしています。 

- 

リモートキー管理モード Smartアレイコントローラーを使った企業
全体の展開に合わせて設計されています。
このモードでは、暗号化展開に関連するす
べてのキーを管理するためにEnterprise 
Secure Key Managerが必要です。すべて
のキーは、Smartアレイコントローラー、
iLO、およびESKM間で自動的に管理され
ます。 

詳しくは、「リモートキー管理モード」
（16ページ）を参照してください。 

セキュリティリセット機能 この機能では、コントローラーからすべて
のシークレット、キー、およびパスワード
をクリアし、コントローラーの暗号化構成
を工場出荷時の状態にします。 

詳しくは、「暗号化構成のクリア」（82
ページ）を参照してください。 

http://www.hpe.com/servers/smartarray
http://www.hpe.com/servers/smartarray
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機能 説明 注意事項 
HPE Smart Storage 
Administrator 

HPE Smart Storage Administrator v1.60.xx.0
以降では、Smartアレイコントローラーに関
連するSecure Encryptionの暗号機能を構成
および管理できます。 

詳しくは、「Smart Storage 
Administrator」（HPE Smart Storage 
Administrator（6ページ））を参照して
ください。 

2つの暗号化ロール Secure Encryptionでは、暗号化サービスを
管理するためのロールとして、暗号化オ
フィサーロールとユーザーロールをサ
ポートしています。 

- 

ボリュームレベルの暗号化 RAIDレベルに関係なく、ボリュームレベ
ルと論理ドライブレベルのどちらで暗号
化するのかをユーザーが選択できる柔軟
性があります。 

- 

 
 

HPE Smartキャッシュ 
HPE Smartキャッシュは、Secure Encryptionと併用できます。Smartキャッシュでは、ソリッドステートドライブ

をハードディスクドライブメディアのキャッシュデバイスとして使用できます。ハードディスクドライブの代わり

にソリッドステートドライブからデータにアクセスできます。Smartキャッシュに保存されたデータは、データが

永続的に保存される元のボリュームと同じ暗号化方法とキーを使うので、保護をSmartキャッシュドライブに拡大

できます。 

Smartキャッシュには、次の機能が含まれています。 

• アプリケーションの性能を向上させる 

• アプリケーション内のトランザクションのレイテンシを短くする 

• 変更の必要なしに、すべてのオペレーティングシステムをサポートします。 

Smartキャッシュを使用するには、Smartキャッシュのライセンスが必要です。詳細およびライセンスの取得方法は、

Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/smartcacheを参照してください。 
 

HPE iLO 
iLO Managementは、初期展開から継続的な管理にいたるサーバーのライフサイクル全体をサポートする一連の内

蔵管理機能で、アラート通知とリモートサポートを提供します。 

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、サーバーの初期セットアップ、サーバーヘル

スの監視、電力および温度の最適化、リモートサーバー管理、およびESKMとSmartアレイコントローラー間のキー

交換を簡素化します。iLOサブシステムは、インテリジェントな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を備えています。この設計により、iLOは、ホストサーバーおよびそのオペレー

ティングシステムとは独立して動作が可能です。このシステムは、クライアント認証情報、キー管理データベース

への登録、キー管理、暗号化のアクティブ化、および監査サポートをプラットフォーム内のデバイスに提供します。 

ESKMによるHPE Secure Encryptionのフル実装の場合、ESKMに接続して自動登録を行うために、HPE iLO 
AdvancedまたはHPE iLO Scale Outエディションが必要です。iLOによって、SmartアレイコントローラーとESKM
の間のキー交換サポートが提供されるので、OSディスク暗号化のプリブートサポートを実現できます。監査サポー

トは、すべてのキー管理トランザクションに提供されます。 

iLOについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/servers/iloを参照してく

ださい。 
 

Enterprise Secure Key Manager 
Enterprise Secure Key Managerは、HPE Secure Encryptionで使用されるキーのセキュアで信頼性の高いレポジト

リとして機能します。リモートキー管理モードでは、iLOは、ユーザー名/パスワードおよびデジタル証明書認証を

使ってESKMに接続し、キーを安全に保存および取得します。各iLOは、ESKMの管理者（暗号化オフィサー）がESKM
ユーザーとして登録し、アクセスを許可する必要があります。ユーザーが登録済みで、必要な権限が割り当てられ

ている場合、ESKMは要求を受け入れ、クライアントにキーを提供します。通常、ESKMとの通信は、SSLに合わせ

て構成されるため、接続のセキュリティとキーへの許可されたアクセスが確保されます。 

http://www.hpe.com/jp/smartcache
http://www.hpe.com/jp/servers/ilo
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ESKMのキーとユーザーは、管理者が設定したポリシーに応じて、さまざまなグループに分類できます。このグルー

プによって、特定のユーザーが取得できるキーが決まり、キー共有と分離の両方がマルチテナント環境とホストサー

ビスプロバイダー環境に対してサポートされます。 

特長 

• リモートモードでのみ使用します。ネットワーク接続が必要です 

• 2～8個のESKMノードの高可用性クラスタリングをサポートし、自動レプリケーションとフェイルオーバーを

実現します 

• ユーザー名とパスワード、証明書認証、またはその両方を使ってiLOクライアントにキーサービスを提供します 

• SSL暗号化を使って通信し、接続のセキュリティとキーへの許可されたアクセスを確保します  

• ビジネスに不可欠な暗号化キーへの信頼性の高いセキュアなアクセスを提供します 

• PCI-DSSとHIPAA/HITECHを含む、監査とコンプライアンスの要件に対応します 

• 複数のデータセンター、数千のクライアント、および数百万のキーに対応するスケーラビリティを提供します 

• 最新のNISTの暗号に関するガイダンスをサポートする、FIPS-140-2レベル2認証取得済みのセキュアなアプラ

イアンスを使います 
 

ESKMとキー管理 
Smartアレイコントローラーは、次のカテゴリに分類してキーを管理します。 

• コントローラーから離れてESKMに保存されたキー 

• ドライブメディアに保存されたキー 

• コントローラーに保存されたキー 

キーの分類により、ドライブに保存されているデータの安全性、ドライブのポータビリティ、およびキーを一元的

に管理する機能を簡単に実現できます。コントローラーは、ESKMを使用し、プレーンテキストでのキーの露出を

防ぐ暗号化方法で、キーのセグメントをバックアップします。 
 

ライセンス 
ライセンスは、Secure Encryptionを最初にセットアップする時期によって、暗号化が必要なサーバーの台数に基づ

くか、またはドライブ単位となります。2015年6月より後に構成する場合は、サーバー1台当たり1つのSecure 
Encryptionライセンス（C9A82AAE）が必要となります。一度構成すると、Secure Encryptionは、サーバーのSmart
アレイコントローラーに内蔵されている、または外付けされているすべてのストレージデバイスに適用されます。

動作モード（ローカルキー管理モードまたはリモートキー管理モード）に関係なく、Smartアレイコントローラー

のSecure Encryptionでは、暗号化を有効にするためにHPE Smart Storage Administratorにライセンスキーを入力す

る必要はありません。 

物理Enterprise Secure Key Managerのほかに、リモートキー管理モードで動作しているSecure Encryptionでは、以

下のライセンスが必要です。 

• Integrated Lights Out（iLO）AdvancedまたはScale Out Editionのバージョン1.4以降 

• ProLiantサーバー1台につき1つのEnterprise Secure Key Managerクライアントライセンス 
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プランニング 

暗号化セットアップガイドライン 
Secure Encryptionをセットアップするときには、次の表で説明する情報を考慮してください。 
 

構成 オプション 決定的要因 
暗号化モード • ローカルキー管理 

モード 
• リモートキー管理 

モード 

次の場合にローカルキー管理モードを選択します。 
• データがネットワークアクセスのないサイトに

保存されている。 
• 小規模展開のセンターまたはラボ 
• 手動のキー管理に対応できる。 
次の場合にリモートキー管理モードを選択します。 
• 多数のサーバーを使用 
• ESKMとサーバー間でネットワークを利用できる。 
• バックアップと冗長構成を含め、自動キー管理が

望ましい 

プレーンテキストボリューム • 許可 
• 不許可（デフォルト） 

次の場合に将来のプレーンテキスト論理ドライブを
許可します。 
• 暗号化しないコントローラーへのドライブの移

行が実施される可能性がある。 
• データがプライバシーを取り扱うものではない。 
詳しくは、「プレーンテキストボリュームの有効化/
無効化」（55ページ）を参照してください。 

キーの命名規則 マスター暗号化キーは 
カスタマイズ可能です。 

複数のキーと複数のサーバーを管理する場合は、固有
の命名規則を作成します。 

 
 

リモートサイトでの推奨セキュリティ設定 
セキュリティを強化するため、メインデータセンターの外部のリモートサイトでSecure Encryptionを動作する場合

は次の構成をお勧めします。 

• ファームウェアロックを有効にする（「ファームウェアロックの有効化/無効化」（56ページ）） 

• コントローラーパスワードを有効にする（「コントローラーパスワードの設定または変更」（39ページ）） 

• プレーンテキストボリュームを無効にする（「プレーンテキストボリュームの有効化/無効化」（55ページ）） 

• ローカルキーキャッシュを無効にする（「ローカルキーキャッシュの有効化/無効化」（57ページ）） 

リモートキー管理モードにのみ適用されます 
 

暗号化されたバックアップ 
システムの起動時に、すべての暗号化された保存データは、コントローラーと適切なキーを介してホストシステム

から非暗号化形式でアクセスできるようになります。この起動の方法により、暗号化されているボリュームにイン

ストールされたオペレーティングシステムでシステムを起動できます。このため、暗号化されたバックアップは使

用できず、ホストシステムからアクセスされ、テープに格納されると、すべてのデータは非暗号化状態で現れます。

個別の暗号化機能を利用しているソフトウェアまたはハードウェアは、Secure Encryptionの影響を受けません。 
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セキュリティドメイン 
セキュリティドメインは、サーバーまたはキー管理エスクローのさまざまなグループを分離するための設計で、そ

れぞれ異なるドメインの構造によって一連のキーへのアクセスが抑制されます。個別のセキュリティドメインを確

立する最適なメカニズムは、個別のESKMを使うか、ESKM内でグループを使う方法です。固有のグループにより、

各サーバーがサーバー間でそれぞれのキーセットを区分するためのソフトウェアメカニズムが実現します。グルー

プは、ESKMで作成し、HPE iLOのキーマネージャーページでサーバーに割り当てます。詳しくは、「リモートキー

管理モード」（16ページ）を参照してください。 
 

展開シナリオ 

リモートおよびローカルキー管理の要件 
次の表を使って、適切な暗号化モードを決定します。 
 

モードのパラメーター ローカルキー管理モード リモートキー管理モード 
サーバーの台数  99未満（推奨） 100以上 

使用可能なESKM なし あり 

使用可能なIntegrated Lights Out（iLO）
AdvancedまたはScale Outのライセンス 

なし あり 

キーを供託する必要 なし あり 

キーの手動トラッキング あり なし 
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構成 

ローカルキー管理モード 
ローカルキー管理モード（ローカルモード）は、少数の暗号化しているコントローラーを使う小規模から中規模の

データセンターに合わせて設計されたソリューションです。このソリューションでは、パラフレーズパスワード（マ

スター暗号化キー名）を使って、コントローラーでセキュリティを設定し、暗号化を有効にします。コントローラー

に交換が必要な場合、またはパスワードが異なるコントローラー間でドライブの移行が必要な場合に備えて、コン

トローラーとは別に、マスター暗号化キーを見失わないようにする必要があります。ローカルモードでは、マスター

キー名は暗号シークレットとみなされるので、そのように保護する必要があります。キーの作成と管理は、ローカ

ルコントローラーレベルで維持され、キーマネージャーは使用されません。 

特長 

• マスターキー情報をノートやコンピューターのファイルに記入し、保管するなど、物理的なパラフレーズパス

ワード管理が必要です 

• パラフレーズパスワードから派生した1つの256ビットキーを使って、一意のボリュームごとのXTS-AES 256
ビットデータ暗号化キーを暗号化します。 

前提条件 

• Secure Encryptionと互換性のある取り付け済みのSmartアレイコントローラー 

• 暗号化するサーバーごとに有効なSecure Encryptionのライセンス このライセンスは購入する必要はあります

が、HPE Smart Storage Administratorに入力する必要はありません。 

• HPE Smart Storage Administrator v1.60.xx.0以降 

• ProLiant Gen8以降のサーバー 
 

コントローラーの構成（ローカルモード） 
  

 重要：暗号化をローカルモードで構成するときは、マスター暗号化キーの記録をつけることをお勧めし

ます。ローカルマスター暗号化キーは、FIPS 140-2によって暗号シークレットとみなされているため、

すべての使用可能なツールまたはファームウェアによって表示されません。Secure Encryptionの設計で

は、NISTアーキテクチャ要件に従い、紛失したマスター暗号化キーの回復をHewlett Packard Enterprise
が支援することを許可していません。 

  

コマンドラインまたはスクリプティングメソッドを使用してSecure Encryptionを構成するには、『HPE Smart 
Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

ローカルキー管理モードで動作するようにコントローラーを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 
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2. [初期セットアップの実行]をクリックします。 

 
次の画面が表示されます。 

 
3. 以下の操作を実行します。 

o [セットアップタイプ]で、[フルセットアップ]を選択します。 

o [新しいパスワード]で、所定のフィールドに暗号化オフィサーのパスワードを入力し、再入力します。 

o [暗号化モード]で、次のいずれかを選択します。 

— [将来のプレーンテキストボリューム有効および許可]：将来のプレーンテキストボリュームを許可す

る場合でも、プレーンテキストボリュームを作成するには暗号化オフィサーまたはユーザーによる認

証が必要です。 
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— [将来のプレーンテキストボリューム有効および拒否]：このオプションを選択すると、コントローラー

に新しいプレーンテキストボリュームを作成できなくなります。この設定を後で変更できるのは、暗

号化オフィサーです。このオプションを選択した場合でも、既存のプレーンテキストボリュームがあ

る一連のドライブをコントローラーに移行できます。 

o [キー管理モード]で、[ローカルキー管理モード] を選択します。 

o 所定のフィールドにマスターキー名を入力します。マスター暗号化キー名は10～64文字にする必要があり

ます。 

4. [OK]をクリックします。 

5. マスター暗号化キーを記録するよう促すために、警告が表示されます。[はい]をクリックして次に進みます。 

6. EULAの条件を読み、同意する場合は、チェックボックスを選択し、[許可]をクリックします。 

7. 概要画面が表示され、コントローラーが暗号化を使用できるように正常に構成されたことが示されます。[終
了]をクリックして次に進みます。 

8. [暗号化マネージャー]画面が表示され、アップデートされた[設定]、[アカウント]、および[ユーティリティ]の
オプションが表示されます。 

  

 重要：初期構成後に、パスワード復旧質問と回答を設定することをお勧めします。暗号化オフィサーの

パスワードを紛失し、復旧質問と回答が設定されていない場合、暗号化オフィサーのパスワードをリ

セットするためにSecure Encryptionの設定を消去し、再構成する必要があります。詳しくは、「パスワー

ド復旧質問の設定または変更」（38ページ）を参照してください。 
  

コマンドラインまたはスクリプティングメソッドを使用してSecure Encryptionを構成するには、『HPE Smart 
Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

 

高速ローカル暗号化 
  

 重要：高速ローカル暗号化は、ローカルキー管理モードでSecure Encryptionを構成します。一度構成す

ると、暗号化オフィサーのパスワードはなくなります。 
  

  

 重要：高速ローカル暗号化は、ランダムに生成されたマスター暗号化キーを使用します。高速ローカル

暗号化が有効になっている間は、新しいコントローラーへのボリュームの移行など、マスター暗号化

キーの入力を必要とする機能は使用できなくなります。 
  

高速ローカル暗号化は、事前定義された暗号化設定と、ランダムに生成されるマスター暗号化キーを使用してコン

トローラーを構成します。一度構成すると、暗号化構成をクリアするまで、暗号化設定の変更はできなくなります。 

高速ローカル暗号化を使用すると、以下が有効になります。 

• コントローラーの暗号化 

• ローカルキーマネージャーモード 

• ランダム暗号化パスワード（復旧不可） 

• ランダムマスターキー名（復旧不可） 

• 将来のプレーンテキストボリュームの作成は不可 

高速ローカル暗号化をセットアップするには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 
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2. [初期セットアップの実行]をクリックします。新しいウィンドウが表示されます。 

 
3. [セットアップタイプ]で、[高速ローカル暗号化]を選択します。一度選択すると、その他の暗号化セットアッ

プオプションはすべて消えます。[OK]をクリックして次に進みます。 

4. 警告が表示されます。[はい]をクリックして次に進みます。 

5. EULAの条件を読み、同意する場合は、チェックボックスを選択し、[許可]をクリックします。 

6. [暗号化マネージャー]画面が表示され、アップデートされた[設定]、[アカウント]、および[ユーティリティ]の
オプションが表示されます。 

 

リモートキー管理モード 
  

 重要：Enterprise Secure Key Managerがインストール済みで、Secure Encryptionがリモートモードで

動作するように構成されている必要があります。詳しくは、「ESKMの構成」（17ページ）を参照してく

ださい。 
  

リモートキー管理モードでは、キーに途切れずにアクセスできる冗長化されたセキュアなストアを備えたESKMと

コントローラーの間でキーがインポートおよびエクスポートされます。SmartアレイコントローラーとESKMの間で

キーを交換できるようにするには、プリOSブート時とOS動作時の両方でネットワーク接続が必要です。コントロー

ラーには直接ネットワークにアクセスする機能がないため、コントローラーとESKMの間でのキー交換を容易にす
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るために必要なネットワークアクセスがiLOによって提供されます。iLOには両方のネットワークプレゼンスがあり、

サーバーの状態に関係なくAUX電源で常時動作します。iLO、ESKM、およびコントローラーの間で交換されるキー

はすべて保護されます。 

暗号化するサーバーごとに有効なSecure Encryptionのライセンスが必要です。このライセンスは購入する必要はあ

りますが、HPE Smart Storage Administratorに入力する必要はありません。 

特長 

• 大量のキーストレージ 

• キーは、サーバーとは別のストレージに保管され、物理的な削除から保護されます 

• ネットワーク可用性とリモートキー管理システムが必要です 
 

リモートキー管理モードの構成 
  

 重要：Secure Encryptionと他の暗号化クライアント製品を、インストールと構成が正常に行われるよう

に調整する必要があります。適切なインストールと暗号化の保護のために、各製品のユーザーガイドを

参照することをお勧めします。 
  

Secure Encryptionをリモートモードで動作するように構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. ESKMを構成します（「ESKMの構成」（17ページ））。ESKMのインストール、構成、および操作について詳し

くは、『Enterprise Secure Key Manager User Guide』および『Installation and Replacement Guide』を参照し

てください。 

2. iLOをESKMに接続します（「iLOのESKMへの接続」（31ページ））。 

3. HPE SSAをインストールします。詳しくは、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照して

ください。 

4. Smartアレイコントローラーを構成します（「ESKMの構成」（17ページ））。 
 

ESKMの構成 
1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. 初期ユーザーアカウントを作成します（「ユーザーの追加」（18ページ））。 

a. 展開用の一時的なユーザーアカウントを作成します。 

b. マスター暗号化キーをホストするユーザーアカウントを作成します。 

3. グループを作成します（「グループの追加」（21ページ））。 

4. マスター暗号化キーをホストするユーザーアカウントを、手順3で作成したグループに割り当てます（「ユー

ザーのグループへの割り当て」（22ページ））。 

5. コントローラーによって使用されるマスター暗号化キーを作成します（「マスターキーの作成」（25ページ））。

必ず、キーの所有者は、手順2bで作成したマスター暗号化キーをホストするユーザーアカウントに設定します。 

6. マスター暗号化キーを、手順3で作成したグループに配置します（「グループへのキーの配置」（27ページ））。 
 

ESKMへのログイン 
1. 新しいブラウザーウィンドウを開き、httpsを使ってIPv4アドレスとWeb管理ポート番号を入力します。ポー

トはユーザーによる構成が可能です。デフォルトポートは9443です。 

例：https://11.12.13.14:9443 

2. 管理者の認証情報を使ってログインします。 
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ユーザーの追加 
  

 重要：パスワードは、5文字以上の異なる文字で構成する必要があります。以下の点に注意してください。 
• 空白文字だけで構成することはできません 
• 電話番号、辞書にある単語、または逆引き辞書にある単語に似たパスワードは使用しないでください 
• パスワードに関連付けられるユーザー名に基づいてパスワードを作成しないでください 

  

展開用ユーザーは、最初に作成されるユーザーアカウントで、通常、初期構成の完了後に削除されます。これは、iLO
がESKMに接続して、キーの使用を開始できるようにするための一時的なアカウントセットアップです。これ以降の

標準のユーザーアカウントには、マスター暗号化キーが割り当てられ、一時的なアカウントとはみなされません。 

ユーザーを追加するには、以下の手順に従ってください。 

1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. [Security]タブをクリックします。 

 
3. [Local Users & Groups]をクリックします。 
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4. [Local Users]で、[Add]をクリックします。 
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次のフィールドが表示されます。 

 
5. 以下のフィールドに入力します。 

a. [Username] 

b. [Password] 

c. [Confirm Password] 

d. 展開用のユーザーアカウントの場合、[User Administration Permission]と[Change Password Permission]
チェックボックスを選択します。 
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e. 標準のユーザーアカウントの場合、[User Administration Permission]と[Change Password Permission]
チェックボックスは空のままにします。 

f. [Enable KMIP]チェックボックスは空のままにします。 

6. [Save]をクリックします。 
 

グループの追加 
グループにより、一連のサーバーをまとめて、アクセスを特定のユーザーに制限できます。 

グループを追加するには、以下の手順に従ってください。 

1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. [Security]タブをクリックします。 

 
3. [Local Users & Groups]をクリックします。 
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4. [Local Groups]で、[Add]をクリックします。 

 
5. [Group]入力フィールドにグループ名を入力します。 

 
6. [Group Type]フィールドで、ESKMを選択します。 

7. [Save]をクリックします。 
 

ユーザーのグループへの割り当て 
1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 
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2. [Security]タブをクリックします。 

 
3. [Local Users & Groups]をクリックします。 
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4. [Local Groups]で、グループ名を選択し、[Properties]をクリックします。 

 

新しいウィンドウにグループのプロパティが表示されます。 

 
5. [Add]をクリックします。 
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6. 所定のフィールドにユーザー名を入力します。 

 
7. [Save]をクリックします。 

 

マスターキーの作成 
以下の手順では、ESKMでキーを作成する方法について説明します。ESKMでは、マスター暗号化キー、ドライブ

暗号化キーなどのキーの種類を区別しません。マスター暗号化キーを作成する場合は、特定のマスター暗号化キー

命名規則を適用して、マスターキーを、ESKMで作成される他のすべてのキーと区別できるようにすることをお勧

めします。 

キーを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. [Security]タブをクリックします。 
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3. 左側のパネルで、[Keys]メニューを展開し、[Create Keys]をクリックします。 

 
次の画面が表示されます。 

  
4. [Create Key]セクションで、以下を入力します。 

o [Key Name]：作成するキーの名前を入力します。 

名前は、US-ASCII文字、数字、アンダースコアまたはハイフン文字だけを使って構成する必要があり、8
～64文字にする必要があります。文字の最小長は、ESKMではなく、Smartアレイコントローラーによっ

て要求されます。 
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o [Owner Username]：キーをペアにするユーザーアカウントの名前を入力します。マスター暗号化キーを

作成している場合は、キーを展開用のユーザーアカウントに割り当てないでください。 

o [Algorithm]：[AES-256]を選択します。 

o [Exportable]チェックボックスを選択します。残りのフィールドはデフォルト値のままにします。 

5. [Create]をクリックします。キーが正常に作成されたことを示す通知が表示されます。 
 

グループへのキーの配置 
iLOによってアクセスできるようにするために、キーをグループに割り当てる必要があります。キーをグループに配

置するには、以下の手順に従ってください。 

1. キークエリを実行し、作成したキーを見つけます（「キークエリの実行」（27ページ））。 

2. キーをグループに割り当てます（「キーのグループへの割り当て」（29ページ））。 
 

キークエリの実行 
1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. [Security]タブをクリックします。 

 
3. 左側のパネルで、[Keys]メニューを展開し、[Query Keys]をクリックします。 
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次の画面が表示されます。 

 
4. [Add]をクリックします。 

次の画面が表示されます。 

 
5. 以下のフィールドに入力します。 

a. [Query Name] 

b. [Query Type] 

c. [Description] 

6. [Next]をクリックします。 
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次の画面が表示されます。 

 
7. [Create Query]で、以下を入力します。 

a. [Query Name]：ここにクエリ名を入力します。クエリは、今後使用するために保存されます。 

b. [Choose Keys Where]ドロップダウンメニュー：[Owner]または[Key Name]を選択します。2つの別の

[Choose Keys Where]フィールドが表示されます。 

 
8. 以下のフィールドに入力します。 

a. フィールド1：デフォルトのままにします。 

b. フィールド2：デフォルトのままにします。 

c. フィールド3：[Choose Keys Where]の選択内容に応じて、マスターキーに関連付けられているユーザー

アカウント名またはマスターキー名を入力します。 

9. [Save and Run Query]をクリックします。結果画面に、マスターキー名が表示されます。 
 

キーのグループへの割り当て 
1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. キークエリを実行し、目的のキーを見つけます（「キークエリの実行」（27ページ））。 
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3. キーを選択し、[Properties]をクリックします。 

 
4. 新しい[Key and Policy Configuration]画面が表示されます。[Permissions]タブをクリックします。 

 
5. [Group Permissions]で、以下を入力します。 
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a. [Group]フィールドで、前に作成したグループの名前を入力します。 

b. [Export]で、[Always]を選択します。 

c. [Full]で、選択解除（デフォルト）のままにします。 

6. [Save]をクリックします。画面が更新され、グループ権限が一覧表示されます。 
 

iLOの構成 
Integrated Lights Out（iLO）は、ESKMとSmartアレイコントローラー間のキー交換を管理します。iLOでは、最初

に、ESKMで作成された管理権限を持つユーザー認証情報を使って、MACアドレスベースのプライベートで一意の

ユーザー名アカウントをすべてのキー交換用に作成し、自動的に登録します。管理アカウントのことを、展開用の

ユーザーアカウントと呼びます。すべてのiLOアカウントは、ESKMの[Users And Groups]に、iLO-MACアドレスの

形で表示できます。iLO固有のアカウントは、iLOのキーマネージャーページのグループフィールドに表示されるグ

ループに配置されます。グループが存在しない場合、iLOでは、グループを作成し、そのグループにアカウント、お

よび今後生成されるすべてのキーを配置します。 

前提条件 

• ESKMを展開用ユーザーで構成する必要があります。詳しくは、「ESKMの構成」（17ページ）を参照してくだ

さい。 

• iLOをサポートする適切なライセンスを使ってiLOをインストールし、適切に動作している必要があります。 

スクリプティングおよびコマンドラインメソッドなど、iLOのインストールと構成について詳しくは、Hewlett 
Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hp.com/go/ilo/docsを参照してください。 

 

iLOとESKMの接続 
冗長化キーレポジトリとして2つ目のESKMを使う場合は、[セカンダリキーサーバー]の各フィールドに入力し、[リ
ダンダンシが必要]チェックボックスを選択します。クラスター構成でのESKMデバイスの冗長構成を強くお勧めし

ます。 

iLOをESKMに接続するには、以下の手順に従ってください。 

1. サーバーの認証情報を使ってiLOにログインします。 

2. 左側のパネルで、[管理]メニューを展開し、[キーマネージャー]を選択します。 

 

http://www.hpe.com/info/ilo/docs
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[Enterprise Secure Key Manager]構成ページが表示されます。 

 
3. [キーマネージャーサーバー]で、以下を入力します。 

a. [プライマリキーサーバー]：  

— [アドレス]フィールドに、ESKMのプライマリIPアドレスを入力します。 

— [ポート]フィールドに、ESKMのプライマリポート番号を入力します。このポート番号は、ESKMの

[KMS Server Settings]の下の[Device]タブにある値と一致する必要があります。また、SSLをESKM
で有効にする必要があります。 

b. オプション：[セカンダリキーサーバー]： 

— [アドレス]フィールドに、ESKMのセカンダリIPアドレスを入力します。 

— [ポート]フィールドに、ESKMのセカンダリポート番号を入力します。 

c. オプション：[リダンダンシが必要]チェックボックスを選択します。このオプションにより、iLOは、構成

済みのすべてのキーサーバーに暗号化キーがコピーされていることを確認できるようになります。プライ

マリおよびセカンダリキーサーバーを構成した場合は、このオプションを有効にすることをお勧めします。 

4. [適用]をクリックします。確認メッセージが表示されます。 
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5. [キーマネージャー構成]で、ESKMの[グループ]フィールドで前に作成したグループ名を入力します。 

6. [ESKM管理者アカウント]で、ESKMで前に作成した展開用のユーザー名とパスワードを使って以下のフィー

ルドに入力します。 

a. [ログイン名]：展開用アカウントのユーザー名を入力します。 

b. [パスワード]：展開用アカウントのパスワードを入力します。 

7. [ESKMをアップデート]をクリックします。構成が保存され、正常に接続されたことを示す確認画面が表示さ

れます。 
 

コントローラーの構成（リモートモード） 
コマンドラインまたはスクリプティングメソッドを使用してSecure Encryptionを構成するには、『HPE Smart 
Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

リモートキー管理モードで動作するようにコントローラーを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. [初期セットアップの実行]をクリックします。 

 



 

構成 34 

新しい画面が表示されます。 

 
3. 以下の操作を実行します。 

o [セットアップタイプ]で、[フルセットアップ]を選択します。 

o [新しいパスワード]で、所定のフィールドに暗号化オフィサーのパスワードを入力し、再入力します。 

o [暗号化モード]で、次のいずれかを選択します。 

— [将来のプレーンテキストボリューム有効および許可]：将来のプレーンテキストボリュームを許可す

る場合でも、プレーンテキストボリュームを作成するには暗号化オフィサーまたはユーザーによる認

証が必要です。 

— [将来のプレーンテキストボリューム有効および拒否]：このオプションを選択すると、コントローラー

に新しいプレーンテキストボリュームを作成できなくなります。この設定を後で変更できるのは、暗

号化オフィサーです。このオプションを選択した場合でも、既存のプレーンテキストボリュームがあ

る一連のドライブをコントローラーに移行できます。 

o [キー管理モード]で、[リモートキー管理モード] を選択します。 

o ESKMで作成したマスターキーの名前を所定のフィールドに入力します。 

4. [OK]をクリックします。 
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5. EULA画面が表示されます。EULAの条件を読み、同意する場合は、チェックボックスを選択し、[許可]をクリッ

クします。 

6. 概要画面が表示され、コントローラーが暗号化を使用できるように正常に構成されたことが示されます。[終
了]をクリックして次に進みます。 

7. [暗号化マネージャー]ホーム画面が表示され、アップデートされた[設定]、[アカウント]、および[ユーティリ

ティ]のオプションが表示されます。 
  

 重要：初期構成後に、パスワード復旧質問と回答を設定することをお勧めします。暗号化オフィサーの

パスワードを紛失し、復旧質問と回答が設定されていない場合、暗号化オフィサーのパスワードをリ

セットするためにSecure Encryptionの設定を消去し、再構成する必要があります。詳しくは、「パスワー

ド復旧質問の設定または変更」（38ページ）を参照してください。 
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操作 

暗号化マネージャーへのアクセス 

暗号化マネージャーを開く 
1. HPE SSAを開始します。詳しくは、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

2. Secure Encryption互換性コントローラーを選択します。 

3. [構成]をクリックします。 

4. [ツール]の下にある[暗号化マネージャー]をクリックします。 

 
 

暗号化マネージャーへのログイン 
1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. [暗号化ログイン]をクリックします。 
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3. 新しいウィンドウが表示されます。ログインに使うアカウントを選択し、所定のフィールドにパスワードを入

力します。 

 
4. [OK]をクリックして次に進みます。 

 

パスワードの管理 
  

 注記：有効なパスワードは、長さが8～16文字のUS-ASCII文字で、以下を含んでいる必要があります。 
• 1つ以上の小文字 
• 1つ以上の大文字 
• 1つ以上の数字 
• #、$などの英数字以外の文字を1つ以上 

  

 

暗号化オフィサーパスワードの設定または変更 
1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化オフィサーとしてログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [アカウント]で、[暗号化オフィサーのパスワード]を見つけます。[暗号化オフィサーパスワードの設定/変更]
をクリックします。 
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4. 新しいウィンドウが表示されます。[新しいパスワード]フィールドに、新しいパスワードを入力します。 

 
5. [OK]をクリックします。 

 

パスワード復旧質問の設定または変更 
1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化オフィサーとしてログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [アカウント]で、[暗号化オフィサーパスワード復旧パラメーター]を見つけます。[パスワード復旧質問の設定

/変更]をクリックします。 

 
新しいウィンドウが表示されます。 

 
4. 以下のフィールドに入力します。 

a. [パスワード復旧質問]：自分だけが回答を知っている質問を入力します。 

b. [パスワード復旧の回答]：上で入力した質問の回答を入力します。 

5. [OK]をクリックします。 
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ユーザーアカウントパスワードの設定または変更 
  

 重要：初めてユーザーパスワードを設定する場合は、暗号化オフィサーとしてログインする必要があり

ます。 
  

ユーザーアカウントは、暗号化オフィサーがユーザーアカウントパスワードを初めて設定するまで、デフォルトで

無効です。 

ユーザーアカウントパスワードを設定または変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [アカウント]で、[ユーザーパスワード]を見つけます。[ユーザーパスワードの設定/変更]をクリックします。 

 
4. 新しいウィンドウが表示されます。[新しいパスワード]フィールドに、新しいパスワードを入力し、再入力し

ます。 

 
5. [OK]をクリックします。 

 

コントローラーパスワードの設定または変更 
コントローラーパスワードにより、コントローラー上のすべての暗号化されたボリュームを、コントローラーパス

ワードが入力されるまで起動時にオフラインにしたままにできます。 

「パスワードの設定/変更」操作により、コントローラーパスワード機能を有効にして、初期パスワードを設定でき

ます。パスワードが設定された後にこの操作を再度実行すると、既存のコントローラーパスワードが新しいパスワー

ドに置き換えられます。この手順を実行できるのは、暗号化オフィサーだけです。コントローラーパスワード機能

が中断している間、またはコントローラーがロックされている間は、コントローラーパスワードを変更できません。

ただし、暗号化オフィサーによってコントローラーパスワードを削除して、後でリセットできます。 

コントローラーパスワードを設定または変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 
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3. [設定]で、[コントローラーパスワード]を見つけます。[コントローラーパスワードの設定/変更]をクリックし

ます。 

 
4. 新しいウィンドウが表示されます。[新しいパスワード]フィールドに、新しいコントローラーパスワードを入

力し、再入力します。 

 
5. [OK]をクリックします。 

 

コントローラーパスワードの中断 
コントローラーパスワードが中断されている場合、コントローラーはシステムの起動時にパスワードを要求せず、

すべてのキーがアクセス可能であればボリュームがオンラインで許可されます。中断した場合、コントローラーパ

スワード機能はパスワードをリセットしなくても再開できます。 

コントローラーパスワードを中断するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 
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3. [設定]で、[コントローラーパスワード]を見つけます。[コントローラーパスワードの中断]をクリックします。 

 
4. 新しいウィンドウが表示され、コントローラーパスワードを中断するかどうか確認されます。[はい]をクリッ

クして次に進みます。 
 

コントローラーパスワードの再開 
中断したコントローラーパスワードを再開すると、システム起動時のパスワードプロンプトが再度有効になります。 

コントローラーパスワードを再開するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [設定]で、[コントローラーパスワード]を見つけます。[コントローラーパスワードの再開]をクリックします。 

 
4. 新しいウィンドウが表示され、コントローラーパスワードを再開するかどうか確認されます。[はい]をクリッ

クして次に進みます。 
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キーの操作 

マスター暗号化キーの変更 
  

 重要：暗号化をローカルモードで構成するときは、マスター暗号化キーの記録をつけることをお勧めし

ます。ローカルマスター暗号化キーは、FIPS 140-2によって暗号シークレットとみなされているため、

すべての使用可能なツールまたはファームウェアによって表示されません。Secure Encryptionの設計で

は、NISTアーキテクチャ要件に従い、紛失したマスター暗号化キーの回復をHewlett Packard Enterprise
が支援することを許可していません。 

  

マスター暗号化キーを変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [設定]で、[マスターキー名]を見つけます。[マスターキーの変更]をクリックします。 

 
4. 新しいウィンドウが表示されます。所定のフィールドに新しいマスターキーを入力します。ローカルキー管理

モードを使用する場合、入力は印刷可能文字の任意のセットにすることができます。リモートキー管理モード

を使用する場合、入力はリモートのキーストアのキー名と同じ名前でなければなりません。 

 
5. [OK]をクリックします。 

 

ドライブ暗号化キーのキー変更 
この手順では、コントローラー上のボリュームキーを暗号化するために使用される新しい一連のドライブキーを作

成します。このタスクは、システムのすべてのロールで実行できます。 

ドライブキーのキー変更を行うには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 
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3. [設定]で、[暗号化物理ドライブ数]を見つけます。[ドライブキーの再生成]をクリックします。 

 
4. プロンプトが表示され、新しいドライブ暗号化キーがすべての物理ドライブに対して作成されることが示され

ます。[OK]をクリックして次に進みます。 
 

キーの再スキャン 
リモートモードでは、この手順により、ESKMからすべての暗号化キーを取得するようにコントローラーに信号が

送られます。この手順では、最初に関連するキーの取得に失敗した結果、ロックされた可能性があるロックされた

ボリュームを解決します。 

キーを再スキャンするには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [ユーティリティ]で、[暗号化キーの再スキャン]をクリックします。 

 
4. 新しいウィンドウが表示され、iLOがESKMからキーを取得することが示されます。[OK]をクリックして次に

進みます。 
 

暗号キーマネージャー認証の有効化 
キーマネージャー認証を有効にすると、ファームウェアは、確認済みのキーマネージャーと通信できる場合は、ユー

ザーにコントローラーパスワードを求めることを省略できます。 

キーマネージャー認証を有効にする前に、次の暗号化設定を構成する必要があります。 

• リモートキー管理モードで実行するようにSecure Encryptionを構成する必要があります（「ESKMの構成」（17
ページ））。 

• コントローラーパスワードを設定する必要があります（「コントローラーパスワードの設定または変更」（39
ページ））。 

• 「アクセス試行回数」の数を0より大きい値に設定して、ローカルキーキャッシュを有効にする必要がありま

す（「ローカルキーキャッシュの有効化/無効化」（57ページ））。 

• 暗号化オフィサーまたはその他のユーザーがログインしている必要があります（「暗号化マネージャーへのロ

グイン」（36ページ））。 
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キーマネージャー認証を有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. [コントローラーパスワード]で、[キーマネージャー認証を有効]をクリックします。 

 
3. 新しいウィンドウが表示されます。暗号キーマネージャー認証の有効化を確認するには、[はい]をクリックし

ます。 
 

揮発性キー 
論理ドライブの揮発性キーを有効化すると、暗号化されたデータ暗号化キーを物理ドライブに保存できなくなりま

す。電源障害またはサーバーの再起動が発生すると、コントローラーのキーが失われます。 

ローカルキー管理モードには、データ暗号化キーを復旧したり、論理ドライブ上のデータにアクセスしたりするた

めの方法はありません。 

リモートキー管理モードでは、コントローラーが論理ドライブ上のデータにアクセスするには、まずESKMからデー

タ暗号化キーを取得する必要があります。 

論理ドライブの揮発性キーを有効化、バックアップ、および取得するには、「リモートキー管理モードでの揮発性キー

の有効化」（46ページ）を参照してください。 
 

ローカルキー管理モードでの揮発性キーの有効化 
1. HPE SSAを開始します。詳しくは、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

2. Secure Encryption互換性コントローラーを選択します。 
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3. [コントローラーデバイス]で[アレイ]を選択します。 

 
4. 論理ドライブを選択します。 

5. [アクション]で[暗号化揮発性キー]を選択します。新しいウィンドウが表示されます。 
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6. [有効]または [無効]を選択し、[OK]をクリックして次に進みます。 

 
7. 警告ウィンドウが表示されます。[はい]をクリックして次に進みます。 

8. [概要]ページが表示されたら、揮発性キーが有効になっていることを確認します。[終了]をクリックして次に

進みます。 

特定のコントローラーの揮発性キーが有効になっていることを示すバナーがメインメニューに表示されます。

このバナーは、揮発性キーが無効になるまでそのまま表示されます。 

 
 

リモートキー管理モードでの揮発性キーの有効化 
1. HPE SSAを開始します。詳しくは、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

2. Secure Encryption互換性コントローラーを選択します。 
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3. [コントローラーデバイス]で[アレイ]を選択します。 

 
4. 論理ドライブを選択します。 

5. [アクション]で[暗号化揮発性キー]を選択します。新しいウィンドウが表示されます。 
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6. [有効]を選択し、[OK]をクリックして続行します。 

 
7. 警告ウィンドウが表示されます。[はい]をクリックして次に進みます。 

8. [概要]ページが表示されたら、揮発性キーが有効になっていることを確認します。[終了]をクリックして次に

進みます。 

特定のコントローラーの揮発性キーが有効になっていることを示すバナーがメインメニューに表示されます。

このバナーは、揮発性キーが無効になるまでそのまま表示されます。 
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9. この時点で、キーはESKMにバックアップされます。[更新]をクリックして、画面の右側に表示されている[論
理ドライブの詳細]の概要を更新します。バックアップが完了すると、概要の[データキーのバックアップ]に[は
い]と表示されます。 
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10. [データキーのバックアップ]を無効にするには、[データキーのアクション]をクリックします。 

 
11. 新しいウィンドウが表示されます。[OK]をクリックして次に進みます。 

 
12. [概要]ページが表示されます。[終了]をクリックして次に進みます。 

 

プレーンテキストボリュームの作成 
  

 重要：コントローラーによって新しいプレーンテキストボリュームの作成が許可されるのは、暗号化オ

フィサーが作成を許可するようにコントローラーを構成している場合だけです。暗号化マネージャーの

画面で、プレーンテキストボリュームの作成がコントロールで有効かどうかを確認します。 
  

プレーンテキストボリュームを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開始します。詳しくは、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 
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2. [コントローラーデバイス]の下にある[未割り当てのドライブ]をクリックします。 

 
3. ドライブを選択します。 
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4. [アレイの作成]をクリックします。新しいウィンドウが表示されます。 

 
5. 以下のフィールドに入力します。 

a. [プレーンテキストボリュームの作成]：[はい] を選択します。 

b. [アカウント]：ログインに使うアカウントを選択します。 

c. [パスワード]：アカウントパスワードを入力します。 

6. 必要に応じて残りのフィールドに入力します。 

7. [論理ドライブの作成]をクリックします。 

8. アレイ詳細、論理ドライブ、物理ドライブ、およびデバイスパスの指定が表示されます。[終了]をクリックし

て完了します。 
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プレーンテキストボリュームの暗号化されたボリューム

への変換 
  

 注記：既存のデータを保存するには、コントローラーがボリューム全体を読み込んで再度書き込み、変

換プロセスを完了する必要があります。特に、ホストシステムからの競合するドライブアクティビティ

がある場合、変換が完了するまでに時間がかかることがあります。 
  

プレーンテキストボリュームを暗号化されたボリュームに変換するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [コントローラーデバイス]の下にある[アレイ]をクリックします。 

 
4. プレーンテキストボリュームを選択します。 
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5. [アクション]で、[プレーンテキストデータを暗号化されたデータに変換]をクリックします。 

 
新しいウィンドウが表示されます。 

 
6. 次のいずれかを選択します。 

a. 既存のデータを保持するには、[はい]をクリックします。 

b. 既存のデータを破棄するには、[いいえ]をクリックします。選択した場合、[OK]をクリックした後に選択

内容を確認する警告メッセージが表示されます。[OK]をクリックして、警告の先に進みます。 

7. [OK]をクリックします。新しいウィンドウが表示され、論理ドライブの詳細、論理ドライブの高速化の方法、

デバイスパスの詳細が表示されます。 

8. [終了]をクリックします。 
 

キー管理モードの変更 
1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 
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3. [設定]で、[キー管理モード]を見つけます。[変更]をクリックします。 

 
4. 新しいウィンドウが表示され、選択したキー管理モードが示されます。所定のフィールドにマスター暗号化

キーを入力します。 

 
5. [OK]をクリックします。 

6. マスター暗号化キーを記録するよう促すために、警告が表示されます。[はい]をクリックして次に進みます。 
 

プレーンテキストボリュームの有効化/無効化 
  

 重要：プレーンテキストボリュームは暗号化されていません。プレーンテキストボリュームの作成を許

可するまたは無効にする選択は、以下の要因によって決まります。 
• プレーンテキストボリュームに保存されるデータの種類 
• システムに必要なセキュリティのレベル 
高いセキュリティが必要または取り扱いに特に注意が必要なデータを含んでいるシステムに対して、こ

のオプションを有効にしないことをお勧めします。 
  

初期構成後にプレーンテキストボリュームの許可を変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化オフィサーとしてログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 
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3. [設定]で、[新規プレーンテキストボリュームの許可]を見つけます。 

 
4. 次のいずれかの手順を実行します。 

a. 暗号化が無効な場合、[プレーンテキストボリュームの許可]をクリックします。 

b. 暗号化が有効な場合、[プレーンテキストボリュームの拒否]をクリックします。 

5. プロンプトが表示され、変更を確認するように指示されます。[はい]をクリックして次に進みます。 
 

ファームウェアロックの有効化/無効化 
ファームウェアロックによって、コントローラーのファームウェアをアップデートできなくなります。このロック

は、デフォルトでは無効です。セキュリティを確保するため、ファームウェアロック機能を有効にすることをお勧

めします。 

ファームウェアロックの設定を変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [設定]で、[ファームウェアはアップデートのためロックされました]を見つけます。 

 
4. 次のいずれかの手順を実行します。 

a. ロックされていない場合、[ファームウェアのロック]をクリックします。 

b. ロックされている場合、[ファームウェアのアンロック]をクリックします。 

5. プロンプトが表示され、変更を確認するように指示されます。[はい]をクリックして、処理を続行します。 
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ローカルキーキャッシュの有効化/無効化 
ローカルキーキャッシュにより、ユーザーはボリュームキーを解読するために必要なキーをコントローラーの固定

記憶デバイスに保存できます。リモートキー管理モード用に構成すると、コントローラーは通常、ブート時にESKM
からキーを取得します。コントローラーにキーの値を保存することで、ESKMのネットワークがなくても論理ドラ

イブのデータを暗号化および解読できます。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [設定]で、[ローカルキーキャッシュ有効]を見つけます。[ローカルキーキャッシュの設定/変更]をクリックし

ます。 

 
4. 次のいずれかの手順を実行します。 

o 無効にするには、[いいえ]を選択します。 

o 有効にするには、[はい]を選択します。[はい]を選択すると、2つの新しいフィールドが表示されます。 

 
5. 以下のフィールドに入力します。 

  

 重要：アクセスの試行回数には、デフォルト設定を使用することをおすすめします。意図しない人物が

環境からサーバーを削除する可能性が考えられる場合にのみ、この値を変更してください。値を「0」
より大きい値に設定すると、HPE Secure Encryptionでは、ブート時に構成されている回数だけESKM
を検索しようとします。すべての試みが失敗した場合、ローカルキーキャッシュはブート前に削除され

ます。ESKMに到達し、必要なキーが取得されて、ローカルキーキャッシュに戻されるまで、暗号化さ

れているボリュームはすべてロックされたままです。 
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o ローカルキーキャッシュの削除までのアクセス試行数-「0」の値は、Secure Encryptionがキーマネージャー

の存在をチェックせず、キーキャッシュがコントローラーに存在し続けることを示します。値が「0」よ

り大きい場合、HPE Secure Encryptionは指定した試行回数をキーマネージャーに問い合わせます。試行

が成功すると、暗号化された論理ドライブはローカルキーキャッシュ内のキーを使用してロック解除され

ます。すべての試行が失敗した場合、すべての暗号化された論理ドライブはロックされたままで、ローカ

ルキーキャッシュ内のキーが削除されます。 

o 再試行間隔（分）-アクセス試行間の分数です。 

6. [OK]をクリックします。 
 

ローカルキー管理モードでのドライブセットのインポート 
インポートされたドライブセットのマスター暗号化キーが、受け取り側のSmartアレイコントローラーのマスター

暗号化キーと異なる場合、インポートボリュームは、ユーザーが操作するまでオフラインのままです。HPE SSAを
使って、インポートドライブにマスターキー名を提供できます。 

リモートキー管理モードでは、関連付けられたキーがESKMにある場合は、自動的にドライブでインポートが実行

されます。キーを取得できず、キーがESKMにあることが確認された場合は、キーが別のグループに割り当てられ

ている可能性があります。 
 

異なるマスターキーを使ったドライブのインポート 
ドライブを暗号化されていないコントローラーに移行すると、そのドライブに関連付けられた論理ボリュームに適

切なマスター暗号化キー設定とモードを使って暗号化を有効にするまで、そのボリュームはオフラインのままです。 

暗号化されていないドライブを暗号化しているコントローラーに移行した場合、コントローラーはその物理ドライ

ブに関連付けられた論理ボリュームを自動的にオンラインにし、そのボリュームを使用できる状態にします。 

ローカルキー管理モードのときに、マスターキーが異なるドライブをコントローラーにインポートするには、以下

の手順に従ってください。 

1. サーバーの電源を切ります。詳しくは、サーバーに付属のドキュメントを参照してください。 

2. ドライブを接続します。詳しくは、ドライブに付属のドキュメントを参照してください。 

3. サーバーの電源を入れます。詳しくは、サーバーに付属のドキュメントを参照してください。 

4. HPE SSAを開始します。詳しくは、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

5. [アレイコントローラー]で、新しいドライブに割り当てるコントローラーをクリックします。赤色のアラート

メッセージインジケーターがその隣に表示されます。 

 
6. [アクション]で、[構成]をクリックします。 

7. サイドメニューから[暗号化マネージャー]をクリックします。 

8. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 
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9. [ユーティリティ]で、[外部ローカルキーをインポート]をクリックします。 

 
10. 新しい画面が表示されます。インポートしているドライブに割り当てる新しいマスター暗号化キー名を[マス

ターキー名]フィールドに入力します。 

 
11. [OK]をクリックします。 

ドライブが組み込まれ、ロック解除され、受け取り側のコントローラーのマスター暗号化キーが割り当てられます。 
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メンテナンス 

コントローラー 

コントローラーのクリア 
コントローラーのすべての論理ドライブとアレイをクリアするには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開始します。詳しくは、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

2. クリアするコントローラーを選択します。 

3. [アクション]で、[構成の消去]をクリックします。 

4. 新しいウィンドウが表示され、コントローラーの構成をクリアする要求が確認されます。次に進むには、[消
去]をクリックします。 

5. 新しいウィンドウに、コントローラーの設定と構成が表示されます。次に進むには、[終了]をクリックします。 
 

暗号化されたコントローラーの交換 
交換するコントローラーによって管理されているドライブの一部またはすべてが暗号化されている場合、交換する

コントローラーで使っていたのと同じ設定とキー管理モードで交換用のコントローラーを再構成する必要がありま

す。詳しくは、コントローラーに付属のドキュメントを参照してください。 

ローカルキー管理モードでは、接続されているドライブで使用されているマスター暗号化キー名に一致する正しい

マスター暗号化キー名を指定する必要があります。 

リモートキー管理モードでは、マスター暗号化キー名は、各ドライブに保存されているドライブ構成情報の一部な

ので、任意の有効なマスター暗号化キー名で機能します。 
 

コントローラーを維持した状態でのサーバーの交換 
同じコントローラーと物理ディスクを維持する場合は、実行する必要がある暗号化関連のタスクはありません。 

リモートキー管理モードを使っている場合、キー管理に関する前のiLO構成を新しいサーバーに適用する必要があり

ます。 

iLOの構成について詳しくは、「iLOの構成」（31ページ）を参照してください。 

グループ名を検索する方法について詳しくは、「ドライブに関連付けられたグループの検索」（61ページ）を参照し

てください。 
 

交換用コンポーネントの事前構成 
暗号化の前に交換用コントローラーを構成できます。Smartアレイコントローラーを取り付けた後、コントローラー

で暗号化を有効にします。詳しくは、「構成」（13ページ）を参照してください。 

サーバーの電源を切った後、コントローラーを物理的に取り外して、後で使うために取り置くことができます。 
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ファームウェアのフラッシュ 
ファームウェアロック機能が有効な場合、コントローラーをフラッシュする前に、コントローラーのファームウェ

アロックを解除する必要があります。ファームウェアロック機能を無効にする方法については、「ファームウェア

ロックの有効化/無効化」（56ページ）を参照してください。 
 

ドライブ 

物理ドライブの交換 
この手順に関連するSecure Encryption関連の手順はありません。ドライブを交換する方法については、サーバーメ

ンテナンスおよびサービスガイドを参照してください。 
 

グループ 

ドライブに関連付けられたグループの検索 
次のどちらかの方法で、ドライブに関連付けられたグループ名を検索します。 

• ドライブシリアル番号によるクエリ（61ページ） 

• 前のサーバー名によるクエリ（64ページ） 
 

ドライブシリアル番号によるクエリ 
1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. [Security]タブをクリックします。 
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3. [Keys]で、[Query Keys]をクリックします。 

 
次の画面が表示されます。 

 
4. [Add]をクリックします。 
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次の画面が表示されます。 

 
5. 以下のフィールドに入力します。 

a. [Query Name] 

b. [Query Type] 

c. [Description] 

6. [Next]をクリックします。 

[Key Policy and Configuration]画面が表示されます。 

 
7. このクエリを保存する場合は、[Query Name]フィールドに名前を入力します。 

8. [Choose Keys Where]で、以下の手順を実行します。 

a. フィールド1：ドロップダウンメニューから[Key Name]を選択します。 

b. フィールド2：ドロップダウンメニューから[Contains]を選択します。 
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c. フィールド3：サーバーにあるドライブのいずれかのシリアル番号を入力します。 

9. このクエリに名前を割り当てた場合、[Save and Run Query]を実行します。それ以外の場合は、[Run Query 
without Saving]をクリックします。 

10. キーをクリックします。新しい画面に、キーのプロパティが一覧表示されます。 

11. [Permissions]をクリックして、グループ名を表示します。 

 
 

前のサーバー名によるクエリ 
1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 
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2. [Security]タブをクリックします。 

 
3. [Keys]で、[Query Keys]をクリックします。 
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次の画面が表示されます。 

 
4. [Add]をクリックします。 

次の画面が表示されます。 

 
5. 以下のフィールドに入力します。 

a. [Query Name] 

b. [Query Type] 

c. [Description] 

6. [Next]をクリックします。 
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[Key Policy and Configuration]画面が表示されます。 

 
7. このクエリを保存する場合は、[Query Name]フィールドに名前を入力します。 

8. [Choose Keys Where]で、以下の手順を実行します。 

a. フィールド1：ドロップダウンメニューから[Custom: Server_Name]を選択します。 

b. フィールド2：ドロップダウンメニューから[Equals]を選択します。 

c. フィールド3：ドライブに関連付けられた前のサーバー名を入力します。 

9. このクエリに名前を割り当てた場合、[Save and Run Query]を実行します。それ以外の場合は、[Run Query 
without Saving]をクリックします。 
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10. キーをクリックします。新しい画面に、キーのプロパティが一覧表示されます。 
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11. [Permissions]タブをクリックして、グループ名を表示します。 

 
 

ログ情報の表示 
イベントログには、システム内のすべてのコントローラーのイベントが表示され、イベントは、イベントを生成し

たコントローラーごとに区別されません。 

Secure Encryptionをリモートモードで実行している場合は、ESKMイベントログにアクセスして、以下を含む、キー

の取得と交換に関する情報を確認できます。 

• 接続ステータス 

• マスター暗号化キーの取得 

• ドライブキーの取得 

• ドライブキーの保存要求 

• ドライブキーの削除 

イベントログを表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. サーバーの認証情報を使ってiLOにログインします。 
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2. 左側のパネルで、[管理]メニューを展開します。 

 
3. [キーマネージャー]をクリックします。[Enterprise Secure Key Managerイベント]が画面の下部に表示され

ます。 

 

ページから移動して戻るか、[ESKM接続のテスト]をクリックすると、イベントのリストが更新されます。 
 

クエリの実行 
クエリを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 
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2. [Security]タブをクリックします。 

 
3. 左側のパネルで、[Keys]メニューを展開し、[Query Keys]をクリックします。 
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新しい画面が表示されます。 

 
4. [Create Query]で、以下を入力します。 

a. 今後使うためにクエリを保存する場合は、以下のフィールドに入力します。 

— Query Name 

— Description 

b. [Choose Keys Where]フィールドで、以下の条件の一部またはすべてを組み合わせてクエリを作成します。 

— Key Name（キー名） 

— Owner（所有者） 

— Group Name（グループ名） 

— Algorithm（アルゴリズム） 

— Creation Date（作成日） 

— Latest Key Version Date（最新のキーバージョンの日付） 

— Any Key Version Date（任意のキーバージョンの日付） 

— Versioned Key（バージョン付きキー） 

— Not Versioned Key（バージョンなしキー） 

— Exportable（エクスポート可能） 

— Not Exportable（エクスポート不可） 

— Deletable（削除可能） 

— Not Deletable（削除不可） 

— Access Time（アクセス時間） 

— Controller identification criteria（コントローラーID条件） 

— Custom criteria（カスタム条件） 
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c. 以下の列を表示することで、レポートを構成します。 

— Key Name（キー名） 

— Owner（所有者） 

— Exportable（エクスポート可能） 

— Deletable（削除可能） 

— Algorithm（アルゴリズム） 

— Creation Date（作成日） 

— Versioned Key（バージョン付きキー） 

— Custom attributes（カスタム属性） 

d. クエリの作成が終了したら、次のいずれかのボタンをクリックします。 

— Save and Run Query 

— Save Query 

— Run Query without saving 

選択した条件でレポートが表示されます。 
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トラブルシューティング 

一般的な問題 

暗号化オフィサーのパスワードを紛失または忘れた場合 
1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. [アカウント]で、[暗号化オフィサーのパスワード]を見つけます。[暗号化オフィサーのパスワードの復旧]をク

リックします。 

 
新しいウィンドウが表示されます。 

 
3. 以下の操作を実行してください。 

a. [パスワード復旧の回答]フィールドにセキュリティ上の質問に答えます。 

b. [新しいパスワード]フィールドに、新しいパスワードを入力し、再入力します。 

4. [OK]をクリックします。 
 

コントローラーパスワードを紛失または忘れた場合 
コントローラーパスワードは、ストレージシステムが盗まれた場合にデータを保護するために使用されます。有効

にすると、コントローラーは、正しいコントローラーパスワードが入力されるまで、暗号化されたボリュームのロッ

クを解除しません。コントローラーパスワードを紛失または忘れた場合、コントローラーはロックされたままで、

すべての暗号化されたボリュームはオフラインになり、アクセスできなくなります。 

OSの論理ドライブを暗号化している場合、以下の手順を実行するにはオフラインのHPE SSAが必要です。詳しく

は、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 
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コントローラーパスワードをクリアするには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化マネージャーを開きます（「暗号化マネージャーを開く」（36ページ））。 

2. 暗号化オフィサーとしてログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [設定]で、[コントローラーパスワード]を見つけます。[コントローラーパスワードの削除]をクリックします。 

 
4. ウィンドウが表示され、コントローラーパスワードの削除を確認するように指示されます。[はい]をクリック

します。 

5. [マスターキーの変更]をクリックし、暗号化に使用するマスター暗号化キーを入力します。詳しくは、「マス

ター暗号化キーの変更」 （42ページ）を参照してください。 

6. Secure Encryptionを有効にし、サーバーを再起動します。 

ボリュームがオンラインになり、使用可能になります。 
 

マスターキーを紛失または忘れた場合 
  

 注意：マスター暗号化キーのバックアップを安全な場所に保管することを強くお勧めします。場合に

よっては、キーがないことが原因でデータがアクセス不可能になる可能性があります。Secure 
Encryptionをリモートキー管理モードで動作している場合、ESKMを定期的にバックアップすることを

強くお勧めします。 
  

 

ローカルモード 
Secure Encryptionをローカルモードで動作している場合、暗号化された論理ドライブのデータにアクセスするには、

マスター暗号化キーの値を安全な場所に保管することが重要です。コントローラーの交換が必要な場合、または物

理ドライブを別のコントローラーに移動する場合、データにアクセスできるようにするには対応するマスターキー

が必要です。マスターキーを紛失した場合、復旧することはできません。マスターキーを紛失または忘れた場合、

バックアップメディアからデータ復元操作を実行して、データへのアクセスを復旧する必要があります。 
 

リモートモード 

ESKMを使ったキーの検索 
ESKMを使って、紛失したり、忘れたりしたマスター暗号化キーを検索するには、以下の手順に従ってください。 

1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 
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2. [Security]タブをクリックします。 

 
3. 左側のパネルで、[Keys]メニューを展開し、[Keys]をクリックします。 

 
4. [Key and Policy Configuration]ページに、すべてのキーのリストが表示されます。リスト内をスクロールし

て、マスターキーを見つけます。 

5. マスターキーに関して固有の属性を覚えている場合は、クエリを実行します（「クエリの実行」（70ページ））。 

マスターキー名が見つからない場合は、ESKMから誤って削除された可能性があります。ESKMバックアップを使っ

てキーを見つけることができる可能性があります。 
 

iLOを使ったキーの検索 
iLOでは、最近のキーアクティビティが一覧表示されるイベントログを利用します。紛失または忘れたキーが最近変

更された場合、イベントログに表示される可能性があります。 

iLOを使って、紛失したり、忘れたりしたマスター暗号化キーを検索するには、以下の手順に従ってください。 

1. サーバーの認証情報を使ってiLOにログインします。 
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2. 左側のパネルで、[管理]メニューを展開します。 

 
3. [キーマネージャー]をクリックします。[Enterprise Secure Key Managerイベント]が画面の下部に表示され

ます。紛失したキーについてイベントログを確認します。 

 
 

マスターキーとドライブの関連付けを忘れた場合 
Secure Encryptionがリモートキー管理モードで動作している場合、特定のドライブセットに対応するマスター暗号

化キー名を復旧できます。 

マスター暗号化キー名を復旧するには、以下の手順に従ってください。 

1. ESKMにログインします（「ESKMへのログイン」（17ページ））。 

2. 次の検索パラメーターを使ってキーのクエリを実行します（「クエリの実行」（70ページ））。 

a. [Choose Keys Where]ドロップダウンメニュー：[Custom: Server_Name]を選択します。2つの新しい

フィールドが表示されます。 

b. 2番目のドロップダウンメニューで、[Equals]を選択します。 
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c. 3番目のフィールドで、マスター暗号化キーと関連付けるサーバーの名前を入力します。 

d. [Custom Attributes]で、[Master_Key]を選択します。 
 

論理ドライブがオフラインのまま 
暗号情報が欠けている場合、論理ドライブはシステムの起動後もオフラインのままです。一般的な原因として、キー

がない、正しくない、またはキーにアクセスできないことが考えられます。接続されたドライブに対応する暗号情

報を復元すると、論理ドライブに適切にアクセスできるようになります。 

考えられる原因 

• 暗号化が有効になっていない。 

• 対応するマスター暗号化キーがないか、正しくない。 

• コントローラーパスワードが有効になっているが、入力されていないか、正しくない。 

考えられる原因（リモートモードのみ） 

• ネットワーク接続の問題がiLOとESKMの間で発生している。 

• iLOが適切に構成されていない。 

• ESKMにドライブキーがない。 

• ドライブ暗号化キーとiLOグループが対応していない。 

診断レポートを表示する方法については、『HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド』を参照してください。 
 

マスターキーがエクスポートされない 
この問題は、リモートキー管理モードでのみ発生します。問題は、ロックされたコントローラーまたはロックされ

たボリュームとして現れます。 

考えられる原因 

• ネットワークの問題によってESKMからキーを取得できない。 

• iLOの構成がなくなった、または正しくない 

• マスター暗号化キーがなくなった、または正しく構成されていない  

推測される解決策 

• iLOとESKMの間のネットワーク接続のトラブルシューティングを行います。詳しくは、「iLOとESKMの間の

接続のテスト」（78ページ）を参照してください。 

• マスター暗号化キーが存在することを確認します。詳しくは、「ESKMを使ったキーの検索」を参照してくだ

さい（「ESKMを使ったキーの検索」（75ページ））。 

• マスター暗号化キーが正しいグループに属していることを確認します。マスター暗号化キーの割り当てが正し

くない場合、「グループへのキーの配置」（27ページ）を参照してください。 
 

iLOとESKMの間の接続のテスト 
iLOは、コントローラーとESKMの間のキー交換をつないで、管理します。iLOでESKMとの接続が失われたと考え

られる場合は、iLOで接続をテストできます。 

iLOとESKMの間の接続をテストするには、以下の手順に従ってください。 

1. サーバーの認証情報を使ってiLOにログインします。 
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2. 左側のパネルで、[管理]メニューを展開し、[キーマネージャー]をクリックします。 
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次の画面が表示されます。 

 
1.  [キーマネージャー構成]で、[ESKM接続のテスト]をクリックします。 

o iLOがESKMに接続している場合は、キーマネージャーがアクセス可能であることを示す緑色のチェック

マークが表示されます。 

o 接続が失われている場合、ESKMと通信するようにiLOを再構成する必要があります。詳しくは、「iLOの

ESKMへの接続」（「iLOのESKMへの接続」（31ページ））を参照してください。 
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発生する可能性があるエラー 
次の表では、Secure Encryptionを構成または運用しているときに発生する可能性があるエラーについて説明します。 
 

エラー 説明 操作 
リモートキーマネージャー
通信エラー 

スロットX暗号化エラー – 通信の問
題によって、ドライブキーを取得でき
ません。暗号化された論理ドライブは
オフラインです。システムは起動しな
い可能性があります。 

トラブルシューティングを行うには、iLOイ
ンターフェイスの[キーマネージャー]ペー
ジを参照してください。 

リモートキーマネージャー
のマスターキーが正しくな
いまたは欠けている 

スロットX暗号化エラー – マスター
暗号化キーが正しくないか、ESKMか
ら取得されません。暗号化された論理
ドライブはオフラインの可能性があ
ります。システムは起動しない可能性
があります。 

ESKMで問題を修正します。 

ボリュームキー解読エラー ESKMのドライブ暗号化キーが無効で
す。暗号化された論理ドライブはオフ
ラインの可能性があります。システム
は起動しない可能性があります。 

ESKMで、正しいバージョンのドライブ暗
号化キーを復元します。 

コントローラーとの通信を
確立できない 

通信の問題によって、キーを取得でき
ません。従属の暗号化された論理ドラ
イブはオフラインです。システムは起
動しない可能性があります。 

サーバーを再起動してコントローラーをリ
セットします。 

ローカルマスターキーがない インポートされた暗号化された論理
ドライブはオフラインです。対応する
ローカルマスター暗号化キーが必要
です。システムは起動しない可能性が
あります。 

HPE Smart Storage Administratorを使っ
て、ローカルマスター暗号化キーを入力し
ます。 

コントローラーパスワード
エラー 

適切なコントローラーパスワードが
入力されなかったことが原因で、すべ
ての暗号化されたドライブはオフラ
インです。 

サーバーを再起動して、適切なコントロー
ラーパスワードを入力するか、HPE Smart 
Storage Administratorを使ってコントロー
ラーのロックを解除します。 

コントローラーの暗号化が
有効になっていない 

暗号化された論理ドライブが存在す
るが、暗号化がまだ有効になっていま
せん。暗号化された論理ドライブはオ
フラインです。 

HPE Smart Storage Administratorを使って
暗号化を有効にします。 

暗号化パラメーターが設定
されていない 

暗号化は、コントローラーに対して有
効になっていますが、マスター暗号化
キー名が設定されていません。 

暗号化マネージャーを使って、コントロー
ラーに対してマスターキー名を設定し、再
起動します。 

コントローラーと論理ドライ
ブの暗号化タイプの不一致 

コントローラーとドライブのキー管
理モードが一致していません。従属の
暗号化されたドライブはオフライン
です。 

暗号化マネージャーを使って、キー管理
モードを一致させます。詳しくは、「異なる
マスターキーを使ったドライブのインポー
ト」（58ページ）を参照してください。 

暗号化エラー - サポートさ
れないシステムROMが検出
された 

サポートされないシステムROMが検
出されました。暗号化された論理ドラ
イブはオフラインの可能性がありま
す。システムは起動しない可能性があ
ります。 

暗号化をサポートしているバージョンにシ
ステムROMをアップデートします。 

暗号化していないコント
ローラーに暗号化された論
理ドライブがある 

暗号化された論理ドライブはオフラ
インです。暗号化機能は、このコント
ローラーでは使用できません。 

暗号化をサポートしているコントローラー
にドライブを移動するか、論理ドライブを
削除します。 

暗号化エラー - サポートさ
れないiLOファームウェアが
検出された 

サポートされないiLOファームウェア
が検出されました。暗号化されたドラ
イブはオフラインの可能性がありま
す。システムは起動しない可能性があ
ります。 

暗号化をサポートしているバージョンに
iLOファームウェアをアップデートします。 
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エラー 説明 操作 
NVRAM障害 不揮発性ストレージが破損していま

す。ポリシーに従ってCritical Security 
Parameterは消去されます。暗号化さ
れたドライブはオフラインです。 

HPE Smart Storage Administratorを使って
CSPを再定義します。 

暗号化エンジンセルフテス
トエラー 

暗号化エンジンハードウェア障害で
す。暗号化された論理ドライブは、問
題が修正されるまでオフラインです。 

コントローラーを交換して、暗号化された
ドライブをオンラインにします。 

プレーンテキストボリュー
ムを作成できない 

システムにログインしている間、プ
レーンテキストボリュームを作成す
ることはできません。 

将来のプレーンテキストボリュームの作成
を許可するように暗号化マネージャーが設
定されていることを確認します。 

 
 

暗号化構成のクリア 
  

 重要：すべての暗号化設定をクリアすると、すべてのシークレット、キー、およびパスワードがコント

ローラーからクリアされます。Secure Encryptionは、工場出荷時の状態に戻ります。 
  

すべての暗号化設定をクリアするには、以下の手順に従ってください。 

1. コントローラーをクリアします（「コントローラーのクリア」（60ページ））。 
  

 重要：暗号化されたドライブがない場合、またはHPE Smart Storage Administratorがオフラインモード

で動作している場合は、コントローラーをクリアする必要はありません。 
  

2. 暗号化マネージャーにログインします（「暗号化マネージャーへのログイン」（36ページ））。 

3. [ユーティリティ]で、[暗号化構成のクリア]をクリックします。 

 
4. プロンプトが表示され、すべての暗号化設定がコントローラーからクリアされることが示されます。次に進む

には、[消去]をクリックします。 
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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の場合、「Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide」のWebサイト（http://www.

hpe.com/assistance）にアクセスします。 

• 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（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスします。 

 

収集する情報 
• 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、およびシリアル番号 

• オペレーティングシステム名とバージョン 

• 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とログ 

• アドオン製品またはコンポーネント 

• 他社製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は、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メカ

ニズムを備えています。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更新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、次のいずれかに移動します。 

o Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターの「メールニュース配信登録」ページ（http://www.hpe.com/
support/e-updates-ja） 

o Software DepotのWebサイト（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• お客様の資格を表示または更新したり、契約と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

（http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials）にアクセスします。 
  

 重要：一部の更新では、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

格が必要となる場合があります。関連する資格を使用してHP Passportを設定する必要があります。 
  

 

Webサイト 
• Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs） 

• Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc） 

• Hewlett Packard Enterprise Worldwideの連絡先（http://www.hpe.com/assistance） 

• サブスクリプションサービス/サポート通知（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 

• Software Depot（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair） 

http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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• Insight Remote Support（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs） 

• Serviceguard Solutions for HP-UX（http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs） 

• Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のストレージ互換性マトリックス 
（http://www.hpe.com/storage/spock（英語）） 

• ストレージのホワイトペーパーおよびアナリストレポート（http://www.hpe.com/storage/whitepapers） 
 

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。 

デバイスサポートについて詳しくは、次のWebサイト（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）
を参照してください。 

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs
http://www.hpe.com/storage/spock
http://www.hpe.com/storage/whitepapers
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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付録 

暗号化アルゴリズム 
FIPS 140-2（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf）に規定された暗号

化標準に従い、Secure Encryptionを利用するコントローラーは、保存データを保護するときに物理的なセキュリ

ティと暗号方式を実装することで、FIPS-140-2レベル2の要件を満たすように設計されています。具体的には、

Secure Encryptionは、データと暗号化キー両方を保護するときにNIST承認のアルゴリズムを使うことで、FIPS 
140-2に規定された暗号要件を満たします。詳しくは、Cryptographic Algorithm Validation ProgramのWebサイト

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cavp/standards.htmlを参照してください。 
 

アルゴリズム 説明 

XTS-AES 256ビット XTSアルゴリズムは、NIST Special Publication SP 800-38Eで規定されているように、
ドライブプラッターでデータを暗号化するために使用されます。 

AES-ECB AESアルゴリズムは、対称キーの暗号化を実行するために使用されます。 

SHA-256 SHAセキュアハッシュアルゴリズムは、FIPS 180-4に規定されています。 

HMAC HMACアルゴリズムは、FIPS 198-1標準に規定されています。 

PBKDF2 PBKDF2アルゴリズムは、ユーザー指定のパスワードから暗号化キー素材を導出します。
このアルゴリズムは、NIST Special Publication SP 800-132に規定されています。 

DRBG SP800-90Aアルゴリズムの実装は、ランダムビットシーケンスを生成するために使用さ
れます。 

 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cavp/standards.html


 

用語集 86 

用語集 

ACU 
アレイコンフィギュレーションユーティリティ 

 
 

Critical Security Parameter（CSP） 
キー、パスワードなどのセキュリティ関連の情報で、それが開示されると暗号化されたシステムが危殆化する情報

を指す業界標準の用語。 

ESKM 
Enterprise Secure Key Manager 

 

FIPS 
Federal Information Processing Standard 

 

HIPAA 
Health Insurance Portability and Accountability Act 

 

HITECH 
Health Information Technology for Economic and Clinical Health 

 

HPE SSA 
HPE Smart Storage Administrator 

 

iLO 4 
Integrated Lights-Out 4 

 

NIST 
National Institute of Standards and Technology 

 

NVRAM 
nonvolatile memory。不揮発性メモリ 

 

PCI-DSS 
Payment Card Industry Data Security Standard 

 
 

暗号化オフィサー 
コントローラーで使用できるすべての暗号化機能にアクセスできる権限を持つユーザー。この機能には、暗号化の

有効化および無効化、キーのリセット、マスター暗号化キーのインポートなどが含まれます。 
 

暗号化されたデータ 
暗号化キーの使用によって暗号化されたデータ。 
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コントローラーキー 
コントローラーによって作成され、マスター暗号化キーによってラップされた後にリモートキーマネージャーに永

続的に保存されるキー。このキーは、ボリュームの作成/変更時にリモートキーマネージャーに対するボトルネック

の可能性を軽減するために一時的に使用されます。コントローラーキーの使用は一時的です。最終的には、キー変

更操作によって適切なドライブ暗号化キーに移行します。 
 

コントローラーで保護された領域 
データとCritical Security Parameterが非暗号化形式で存在できるデバイスの部分。この取扱注意のデータの取得が

原因でデータへの未許可アクセスが発生する可能性があるので、この境界は改ざんから守られる必要があります。 
 

ドライブアレイ 
論理ボリュームを含んだ物理ドライブのグループ。 

 

ドライブ暗号化キー 
1つ以上の暗号化された論理ドライブを含む物理ドライブごとにSmartアレイコントローラーによって生成される

キー。各物理ドライブのドライブ暗号化キーは、その物理ドライブに存在するすべての論理ドライブのボリューム

暗号化キーを暗号化（ラップ）するために使用されます。 
 

ドライブキーキャッシュ 
リモートモードでは、ドライブ暗号化キーは、通常、リモートキーマネージャーに保存されます。ただし、コント

ローラーで保護された領域内の接続された論理ドライブを解読するために必要なこれらすべてのドライブ暗号化

キーをコントローラーによってキャッシュできるようにすることができます。このオプションは、HPE SSAから利

用できます。 
 

プレーンテキスト 
非暗号化形式のデータ。 

 

ボリューム暗号化キー 
ハードウェアベースのアルゴリズムとともに使用して、論理ボリュームに格納されたデータの暗号化を実行するキー。 

 

マスター暗号化キー 
リモートキーマネージャーで確立される2部構成のキー。このキーは、名前と値で構成されます。名前は、最大64
文字で構成され、特定のセキュリティドメイン内のすべてのコントローラーに対してこのキーを一意に識別するた

めに使用されます。マスター暗号化キーの値は、256ビット長で、コントローラーでセキュアなストレージのドラ

イブ暗号化キーとコントローラーキーをラップするとき、およびリモートキーマネージャーにインポートするとき

にコントローラーによって使用されます。 
 

リモートキーマネージャー 
データセンター内のコントローラーのグループのキーを保存、バックアップ、および取得するために使用されるサーバー。 

 

ローカルマスター暗号化キー 
ローカルモードのマスター暗号化キーの同義語。ローカルマスター暗号化キーの名前は、コントローラーで保護さ

れた領域内の不揮発性メモリに保存され、ドライブ暗号化キーをラップするためのローカルマスター暗号化キーを

生成するために使用されます。 
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