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摘要

このガイドでは、HPE Smart アレイ SR Secure Encryption の機能、インストール、および構
成に関する情報について説明します。このガイドは、サーバー、コンピューティングモジュー
ルおよびストレージシステムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象
とし、コンピューター機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解しているこ
とを前提としています。
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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 は、Smart アレイ Px3x コントロー
ラーに対して FIPS-140-2 レベル 2 が検証され、Smart アレイ Px4x コントローラーおよび Smart アレイ
Gen10 P クラス RAID コントローラーに対して FIPS 140-2 レベル 1 が検証されます。検証されているコ
ントローラーの詳細については、National Institute of Standards and Technology の Web サイトの
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

• 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」を参照してください。

• サーバー 1 台ごとの 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 Utimaco
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。Utimaco 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通じて管理されます。ESKM について詳しくは、「Enterprise Secure Key Manager」
を参照してください。iLO 接続について詳しくは、「iLO」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
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• 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

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。

◦ 25,000 台までのサーバー

◦ 数百万のドライブ

◦ 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 P クラス RAID コントローラー（ファームウェアバージョンは 6.06）および
HPE Gen9 Smart HBA H クラスアダプター H240nr は、FIPS 140-2 レベル 1 認証を取得しています
（証明書#3206）

• HPE Smart アレイ Gen10 P クラス RAID コントローラーは、FIPS 140-2 レベル 1 認証を取得してい
ます（証明書#3397）

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

• サポートされるコントローラーに対して、追加機能へのアクセスを提供

HPE SSA について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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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

HPE Smart アレイコントローラー

Secure Encryption は以下でサポートされます。

• HPE Smart アレイ Gen10 E-class（E208i-a など）および P-class（P408i-a など）コントローラー

• Smart アレイ PX3X および PX4X コントローラー

• RAID モードで動作している HPE HX4X Smart HBA

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

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」
を参照してください。

表は続く
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機能 説明 注記

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」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、
「Utimaco Enterprise Secure
Key Manager」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」を参照してくださ
い。

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」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 サイトを参照
してください。

表は続く
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機能 説明 注記

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 を接続し、自動登録しま
す。iLO は、OS ディスク暗号化
のプリブートサポートを有効にす
るために、Smart アレイコント
ローラーと ESKM の間のキー交
換を提供します。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」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」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。

—

表は続く
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機能 説明 注記

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、ESKM の間で自動的に管理
されます。

詳しくは、「リモートキー管理モー
ド」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」
を参照してください。

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付けられ
ている 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」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 アレイ SR Smart キャッシュ

HPE Smart アレイ SR Smart キャッシュは、Secure Encryption と併用できます。HPE Smart アレイ SR
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。
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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 サイトを参照してください。

Enterprise Secure Key Manager
Enterprise Secure Key Manager は、HPE Secure Encryption によって使用されるキーの安全で信頼できる
リ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、キーを安全に保存および取得する
ために、ユーザー名/パスワードおよびデジタル証明書認証を使用して ESKM に接続します。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。

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。

特徴

• 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

サポートされているリモートセキュアキーマネージャーについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある iLO QuickSpecs ドキュメントを参照してくださ
い。

注記: Utimaco ESKM について詳しくは、https://hsm.utimaco.com/products-hardware-security-
modules/key-management/eskm を参照してください。

政府向け SafeNet AT KeySecure について詳しくは、https://www.safenetat.com/Solutions/Enterprise-
Security/crypto-key-management/keysecure-for-government-overview/index.html を参照してくだ
さい。
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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

重要: HPE の特別な注意事項：このシステムで Smart アレイコントローラーモジュールの暗号化を
有効にする前に、暗号化の用途が関連する地域の法律、規定および政策に準拠することを保証し、
該当する場合、承認または免許を取得しなければなりません。

上記の要件に違反する、Smart アレイコントローラーモジュール内の暗号化の操作や使用から発生
する準拠問題については、全面的にお客様単独の責任になります。HPE は、この問題について責任
を負いません。

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。

サーバー使用の認証ごとにライセンスを購入する必要がありますが、HPE Smart Storage Administrator で
は、コントローラーおよび iLO の構成変更によって暗号化を有効にするため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」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
作させ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

• コントローラーパスワードを有効にする

• プレーンテキストボリュームを無効にする

• ローカルのキーキャッシュが無効になっています
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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。

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」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

Integrated Lights Out（iLO） 使用
可能な 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。

手順

1. 暗号化マネージャーを開きます。

2. 初期セットアップの実行をクリックします。
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次の画面が表示されます。

3. 以下の操作を実行します。

• セットアップタイプで、フルセットアップを選択します。

• 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。

• 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。
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• 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。

• 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」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

高速ローカル暗号化について

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
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高速ローカル暗号化のセットアップ

手順

1. 暗号化マネージャーを開きます 。

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」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るために必要なネットワークアクセスが iLO によって提
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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。

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

手順

1. ESKM にログインします 。

2. 初期ユーザーアカウントを作成します。

a. DeployUser と呼ばれるアカウントを作成します。

b. MSRUser と呼ばれるアカウントを作成します。

3. グループを作成します。

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。

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。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。

ESKM へのログイン
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手順

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。

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す。これにより、iLO が ESKM に接続して、
キーの使用を開始できます。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
られます。

手順

1. ESKM にログインします 。

2. Security タブをクリックします。

3. Local Users and 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。

上のダイアログには、追加される展開ユーザーが表示されます。次のフィールドが表示されます。
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5. 次のフィールドに入力します。

• Username

• Password

• Confirm Password

• 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。

• 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。

• 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。

22 構成



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。

手順

1. ESKM にログインします 。

2. Security タブをクリックします。

3. Local Users and Groups をクリックします。

4. Local Groups で、Add をクリックします。
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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 。

2. Security タブをクリックします。
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3. Local Users and Groups をクリックします。

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

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

キーの作成
キーについて

マスターキーは、ドライブキーのラップに使用され、ESKM にリモートモードで保存されます。一般に、
類似の機能を提供するサーバーのグループで、または特定の部門に属しているサーバーのグループで 1 つ
のマスターキーが使用されます。これにより、サーバー間でドライブを交換することができます。ご使用
の環境に合わせて、サーバー、プロジェクト、部門に対して、または展開全体に対して 1 つのマスター
キーを作成できます。

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。 iLO ごとに 1 つのマスター
キーが必要です。

マスターキーの作成

手順

1. ESKM にログインします 。

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。
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4. Create Key セクションで、以下を入力します。

• 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。

• 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。

• Algorithm：AES-256 を選択します。

• 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。

2. キーをグループに割り当てます。

キークエリの実行

1. ESKM にログインします 。

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、Query Keys をクリックします。

次の画面が表示されます。
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4. Add をクリックします。

次の画面が表示されます。

5. 次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。

次の画面が表示されます。
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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. 次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 。

2. キークエリを実行し、目的のキーを見つけます。

3. キーを選択し、Properties をクリックします。
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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 」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。

手順

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。
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Enterprise Secure Key Manager 構成ページが表示されます。
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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
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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。

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 。

2. 初期セットアップの実行をクリックします。

新しい画面が表示されます。
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3. 以下の操作を実行します。

• セットアップタイプで、フルセットアップを選択します。

• 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。

• 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。

• 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。

• 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。
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4. OK をクリックします。

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」を参照してください。

ローカルキー管理モードからリモートキー管理モードへの変更
キー管理モードをローカルキー管理モードからリモートキー管理モードに変更するには、この手順のス
テップを使用します。このタスクを実行するときに、データをバックアップまたは復元する必要はありま
せん。

手順

1. iLO を ESKM に接続します。

2. ESKM でマスターキーを作成します。

3. HPE SSA を開始します。

4. アレイコントローラーで、コントローラーを選択します。

5. アクションで、構成をクリックします。

6. 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。

7. 暗号化マネージャーにログインします。

8. キー管理モードをローカルキー管理モードからリモートキー管理モードに変更します。

9. [マスターキー]フィールドにマスターキーを入力します。
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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

手順

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 。

2. 暗号化ログインをクリックします。

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。

40  操作



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 。

2. 暗号化オフィサーとしてログインします。

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。

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 。

2. 暗号化オフィサーとしてログインします。

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。
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新しいウィンドウが表示されます。

4. 次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。

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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。
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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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。
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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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。
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1. 暗号化マネージャーを開きます 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。

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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。
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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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。
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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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。

• コントローラーパスワードを設定する必要があります。

• 「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。

• 暗号化オフィサー、または他のユーザーがログインする必要があります。

操作 47



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 。

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」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。

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。

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。

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。
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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
ジャーの画面を参照して、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。

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。

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。
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5. 次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。
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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。

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。

1. 暗号化マネージャーを開きます 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。

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。
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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、いいえを選択します。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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。
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• 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 。

2. 暗号化オフィサーとしてログインします。

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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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。
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4. 次のいずれかを実行します。

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次に進みます。

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 。

2. 暗号化マネージャーにログインします。

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. 次のいずれかを実行します。
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• 無効にするには、いいえを選択します。

• 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. 次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。

• 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、HPE 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。

• 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。
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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 。

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」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」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」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」を参照してください。

ドライブ

物理ドライブの交換

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

• 前のサーバー名によるクエリ

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 。

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。
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5. 次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。
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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。

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 。

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。
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4. Add をクリックします。

次の画面が表示されます。

5. 次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。
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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。

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。
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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。
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手順

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。
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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 。

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。

メンテナンス 71



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。
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• 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）

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
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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 。

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. 次の操作を実行します。

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。

トラブルシューティング 75



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。

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 。

2. 暗号化オフィサーとしてログインします。

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」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。
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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 。

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。

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。
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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。

手順

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。
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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 。

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。

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。

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）
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• 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 」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。

• 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」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 の間を接続してキー交換を管理します。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。

手順

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クリックします。
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次の画面が表示されます。
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3. 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。

• 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。

• 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 と ESKM の接続 」を参照してください。

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。
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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 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」を
参照してください。

表は続く
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エラー 説明 操作

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。

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。

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 。

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。
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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

サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

http://www.hpe.com/info/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページに移動します。
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http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから
アクセスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポー
トをセットアップしておく必要があります。

カスタマーセルフリペア（CSR）

Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご
自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交
換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise
もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）

リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare
HPE データセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報

ご使用の製品の保証に関する情報を表示するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
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規定に関する情報

安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘

Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド
キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござ
いましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメー
ルには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日
をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョ
ン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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付録

暗号化アルゴリズム
FIPS 140-2 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。

付録 89

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


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。

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
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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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