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NVE を設定します

クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確
認します

ライセンスをインストールする前に、クラスタのバージョンが NVE をサポートしている

かどうかを確認する必要があります。を使用できます version コマンドを使用してク
ラスタのバージョンを確認します。

このタスクについて

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンで
す。

ステップ

1. クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します。

version -v

コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキスト（「 no Data at Rest Encryption 」の場合）、または
に記載されていないプラットフォームを使用している場合は、 NVE はサポートされません "サポートの詳
細"。

次のコマンドは、でNVEがサポートされるかどうかを確認します cluster1。

cluster1::> version -v

NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>

の出力 1Ono-DARE クラスタのバージョンでNVEがサポートされていないことを示します。

ライセンスをインストール

VE ライセンスでは、クラスタ内のすべてのノードでこの機能を使用できます。NVE で
データを暗号化する前に、ライセンスをインストールしておく必要があります。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

営業担当者から VE ライセンスキーを入手しておく必要があります。

手順

1. ノードの VE ライセンスをインストールします。

system license add -license-code license_key
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次のコマンドは、キーを使用してライセンスをインストールします

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA。

cluster1::> system license add -license-code

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. クラスタのすべてのライセンスを表示して、ライセンスがインストールされていることを確認します。

system license show

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、のすべてのライセンスを表示します cluster1：

cluster1::> system license show

VE ライセンスのパッケージ名は「「 ve 」です。

外部キー管理を設定

外部キー管理の概要の設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にク
ラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に
配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （
KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが
設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）によってオンボードキーマネージャがサポート
されます。ONTAP 9.3以降では、NVEで外部キー管理（KMIP）とオンボードキーマネージャがサポートされ
ます。ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key VaultサービスまたはGoogle Cloud Key Manager

サービス NVEキーを保護するため。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを
設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

クラスタに SSL 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために
KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタ
の KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority

（ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの
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• 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。

• クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。

• クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

• KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

• MetroCluster 環境では、両方のクラスタにKMIP SSL証明書をインストールする必要があります。

KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書を
インストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

このタスクについて

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要が
あります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL

KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

security certificate install -vserver admin_svm_name -type client

SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca

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

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ NVE ）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタ
で使用するキーを安全に保管できます。ONTAP 9.6以降では、データSVMが暗号化され
たデータにアクセスする際に使用するキーを保護するための独立した外部キー管理ツー
ルを設定できます。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ
化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバ
を構成。

作業を開始する前に

• KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。

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

• MetroCluster 環境で外部キー管理を有効にする場合は、外部キー管理を有効にする前に MetroCluster が完
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全に設定されている必要があります。

• MetroCluster 環境では、両方のクラスタにKMIP SSL証明書をインストールする必要があります。

このタスクについて

1 つのクラスタまたは SVM に最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのため
に、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択
した SVM のみになるかが決まります。

• クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 cluster scop を使用します。クラス
タ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。

• ONTAP 9.6 以降では、 svm scop を使用して、クラスタ内のデータ SVM に外部キー管理を設定できま
す。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環
境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスで
きます。

• マルチテナント環境の場合は、次のコマンドを使用して、 MT_EK_MGMT のライセンスをインストール
します。

system license add -license-code <MT_EK_MGMT license code>

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場
合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対
して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

オンボードキー管理はクラスタスコープで設定でき、外部キー管理は SVM スコープで設定できます。を使用

できます security key-manager key migrate コマンドを使用して、クラスタスコープのオンボードキ
ー管理からSVMスコープの外部キー管理ツールにキーを移行します。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers

host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert

server_CA_certificates

◦ 。 security key-manager external enable コマンドは、に置き換わるものです

security key-manager setup コマンドを実行しますクラスタのログインプロンプ

トでコマンドを実行すると、 admin_SVM デフォルトでは、現在のクラスタの管理SVM

が使用されます。クラスタスコープを設定するには、クラスタ管理者である必要があり

ます。を実行できます security key-manager external modify コマンドを使用
して、外部キー管理の設定を変更します。

◦ MetroCluster 環境で管理SVMに外部キー管理を設定する場合は、を繰り返す必要があり

ます security key-manager external enable パートナークラスタに対して実行
します。

次のコマンドは、の外部キー管理を有効にします cluster1 3つの外部キーサーバで構成されます。最初

4



のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで
指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key

-servers

ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234

-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs

AdminVserverServerCaCert

2. キー管理ツールとして SVM を設定します。

security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers

host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert

server_CA_certificates

◦ SVMのログインプロンプトでコマンドを実行すると、 SVM デフォルトは現在のSVMで
す。SVM スコープを設定するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があ

ります。を実行できます security key-manager external modify コマンドを使
用して、外部キー管理の設定を変更します。

◦ MetroCluster 環境でデータSVMに外部キー管理を設定する場合は、の手順を繰り返す必

要はありません security key-manager external enable パートナークラスタに
対して実行します。

次のコマンドは、の外部キー管理を有効にします svm1 単一のキーサーバがデフォルトポート5696でリス
ンしている場合：

svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers

keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs

SVM1ServerCaCert

3. 最後の手順をその他の SVM に対して繰り返します。

を使用することもできます security key-manager external add-servers コマン

ドを使用して追加のSVMを設定します。。 security key-manager external add-

servers コマンドは、に置き換わるものです security key-manager add コマンドを
実行しますコマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

security key-manager external show-status -node node_name

。 security key-manager external show-status コマンドは、に置き換わるもの

です security key-manager show -status コマンドを実行しますコマンド構文全体
については、マニュアルページを参照してください。
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cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                     Status

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

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

node1

      svm1

               keyserver.svm1.com:5696                        available

      cluster1

               10.0.0.10:5696                                 available

               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available

               ks1.local:15696                                available

node2

      svm1

               keyserver.svm1.com:5696                        available

      cluster1

               10.0.0.10:5696                                 available

               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available

               ks1.local:15696                                available

8 entries were displayed.

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタ
で使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続
できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用する
ことを推奨します。

必要なもの

• KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

• MetroCluster 環境では、両方のクラスタにKMIP SSL証明書をインストールする必要があります。

このタスクについて

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

security key-manager setup

キー管理ツールのセットアップが開始されます。
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MetroCluster 環境では、このコマンドを両方のクラスタで実行する必要があります。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。

3. KMIP サーバを追加します。

security key-manager add -address key_management_server_ipaddress

clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1

MetroCluster 環境では、このコマンドを両方のクラスタで実行する必要があります。

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

security key-manager add -address key_management_server_ipaddress

clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2

MetroCluster 環境では、このコマンドを両方のクラスタで実行する必要があります。

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

security key-manager show -status

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status

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

cluster1-01     5696      20.1.1.1                available

cluster1-01     5696      20.1.1.2                available

cluster1-02     5696      20.1.1.1                available

cluster1-02     5696      20.1.1.2                available

クラウドプロバイダを使用してキーを管理します

ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます "Azure キーボールト（ AKV ）" および
"Google Cloud Platform のキー管理サービス（ Cloud KMS ）" Azure または Google

Cloud Platform 導入アプリケーションで ONTAP 暗号化キーを保護します。

AKV と Cloud KMS を使用して保護することができます "NetApp Volume Encryption （ NVE ）キー" デー
タSVMの場合のみ。
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AKV または Cloud KMS を使用したキー管理は、 CLI または ONTAP REST API を使用して有効にすること
ができます。

AKVまたはCloud KMSを使用する際は、デフォルトでデータSVM LIFがクラウドキー管理エンドポイントとの
通信に使用されることに注意してください。ノード管理ネットワークは、クラウドプロバイダの認証サービス
（ login.microsoftonline.com for Azure ； oauth2.googleapis.com for Cloud KMS ）との通信に使用されます。
クラスタネットワークが正しく設定されていないと、クラスタでキー管理サービスが適切に利用されません。

前提条件

• ONTAP クラスタのノードで NVE がサポートされている必要があります

• Volume Encryption （ VE ）ライセンスがインストールされている

• Multi-tenant Encryption Key Management （ MTEKM ）ライセンスがインストールされています

• クラスタ管理者またはSVMの管理者である必要があります

制限

• AKV および Cloud KMS は NSE および NAE には利用できません。 "外部 KMIP" 代わりに使用できます

• AKV および Cloud KMS は、 MetroCluster 構成では利用できません。

• AKVとCloud KMSはデータSVMでのみ設定できます

CLI を使用して外部キー管理を有効にします

外部キー管理を有効にする方法は、使用するキー管理ツールによって異なります。Cloud Volumes ONTAP で
AKV を有効にする場合は、別の手順 が存在することに注意してください。ニーズに合わせてキー管理ツール
と環境のタブを選択します。
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Azure

ONTAP 用 Azure Key Vault を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントか
ら適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常

であることを確認する必要があります。これを確認するには、コマンドを使用します cluster

show。

2. 特権レベルをadvancedに設定します

set -priv advanced

3. SVMでAKVを有効にします
`security key-manager external azure enable -client-id client_id -tenant-id tenant_id -name -key-id

key_id -authentication-method {certificate|client-secret}`プロンプトが表示されたら、 Azure アカウン
トからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。

4. AKVが正しく有効になっていることを確認します。
`security key-manager external azure show vserver SVM_name`サービスの到達可能性がOKでない場
合は、データSVM LIFを介してAKVキー管理サービスへの接続を確立します。

Google Cloud

ONTAP の CLI を使用して Cloud KMS を有効にします

1. 作業を開始する前に、 Google Cloud KMS アカウントキーファイルの秘密鍵を JSON 形式で取得す
る必要があります。これは GCP アカウントにあります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常

であることを確認する必要があります。これを確認するには、コマンドを使用します cluster

show。

2. 特権レベルをadvancedに設定します

set -priv advanced

3. SVMでCloud KMSを有効にします
`security key-manager external gcp enable -vserver data_svm_name -project-id project_id-key-ring

-name key_ring_name -key-ring-location key_ring_location -key-name key_name`プロンプトが表示
されたら、サービスアカウントの秘密鍵を使用して JSON ファイルの内容を入力します

4. Cloud KMSが正しいパラメータで構成されていることを確認します。

security key-manager external gcp show vserver SVM_name`のステータス

`kms_wrapped_key_status になります “UNKNOWN” 暗号化されたボリュームが作成されていない
場合。サービスへの到達可能性がOKでない場合は、データSVM LIFを介してGCPキー管理サービス
への接続を確立します。

データSVM用にすでに暗号化されたボリュームが1つ以上設定され、管理SVMのオンボードキーマネージャで
対応するNVEキーが管理されている場合は、それらのキーを外部キー管理サービスに移行する必要がありま
す。CLIでこれを行うには、次のコマンドを実行します。
`security key-manager key migrate -from-Vserver admin_SVM -to-Vserver data_SVM`データSVMのすべて
のNVEキーが正常に移行されるまで、テナントのデータSVM用に暗号化された新しいボリュームを作成する
ことはできません。

ONTAP 9.6 以降でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラス
タで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化された
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ボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要がありま
す。

必要なもの

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

このタスクについて

を実行する必要があります security key-manager onboard sync コマンドはクラスタにノードを追加
するたびに実行します。

MetroCluster 構成を使用している場合は、を実行する必要があります security key-manager onboard

enable を実行してから、を実行します security key-manager onboard sync リモートクラスタで、
それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。を使用

できます cc-mode-enabled=yes リブート後にユーザにパスフレーズの入力を求めるオプション。

NVEの場合は、を設定します cc-mode-enabled=yes`を使用して作成したボリューム `volume create

および volume move start コマンドは自動的に暗号化されます。の場合 volume create`を指定する必

要はありません `-encrypt true。の場合 volume move start`を指定する必要はありません `-

encrypt-destination true。

保管データの ONTAP 暗号化を設定する場合、 CSfC （ Commercial Solutions for Classified ）の要件を満た
すために、 NVE で NSE を使用し、 Common Criteria モードでオンボードキーマネージャが有効になってい
ることを確認する必要があります。を参照してください "CSfC 解決策 Brief （ CSfC の概要" CSfC の詳細に
ついては、を参照してください。

オンボードキーマネージャがCCモードで有効になっている場合 (cc-mode-enabled=yes）で
は、システムの動作は次のように変更されます。

• Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗
したかどうかが監視されます。

ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しなかった場合、暗号化されたボリューム
はマウントされません。これを修正するには、ノードをリブートし、正しいクラスタパス
フレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズ
を必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に
入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回
連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待
つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。

• システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署
名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256

コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。

upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更さ
れていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プ
ロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。シ
ステムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください
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オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、シ
ステムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止
すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no

設定 cc-mode-enabled=yes リブート後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入

力を求める場合。NVEの場合は、を設定します cc-mode-enabled=yes`を使用して作成

したボリューム `volume create および volume move start コマンドは自動的に暗

号化されます。。 - cc-mode-enabled オプションはMetroCluster 構成ではサポートされ

ません。。 security key-manager onboard enable コマンドは、に置き換わるもの

です security key-manager setup コマンドを実行します

次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマ
ンドを開始します。

cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver

"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>

Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long

text>

2. パスフレーズのプロンプトで 32 ～ 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 ～ 256 文字のパ
スフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ
操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。

4. 認証キーが作成されたことを確認します。

security key-manager key query -key-type NSE-AK

。 security key-manager key query コマンドは、に置き換わるものです security

key-manager query key コマンドを実行しますコマンド構文全体については、マニュア
ルページを参照してください。

次の例は、の認証キーが作成されたことを確認します cluster1：

cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK

       Vserver: cluster1

   Key Manager: onboard
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          Node: node1

Key Tag                               Key Type  Restored

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

node1                                 NSE-AK    yes

    Key ID:

000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000

00000000

node1                                 NSE-AK    yes

    Key ID:

000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000

00000000

       Vserver: svm1

   Key Manager: onboard

          Node: node1

    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                               Key Type  Restored

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

eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes

    Key ID:

0000000000000000020000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000

00000000

9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes

    Key ID:

0000000000000000020000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000

00000000

       Vserver: cluster1

   Key Manager: onboard

          Node: node2

Key Tag                               Key Type  Restored

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

node1                                 NSE-AK    yes

    Key ID:

000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000

00000000

node1                                 NSE-AK    yes

    Key ID:

000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000

00000000

       Vserver: svm1

   Key Manager: onboard
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          Node: node2

    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                               Key Type  Restored

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

eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes

    Key ID:

0000000000000000020000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000

00000000

9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes

    Key ID:

0000000000000000020000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000

00000000

完了後

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックア
ップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラス
タで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化された
ボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要がありま
す。

必要なもの

• NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除
しておく必要があります。

"外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

このタスクについて

を実行する必要があります security key-manager setup コマンドはクラスタにノードを追加するたび
に実行します。

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

• ONTAP 9.5では、を実行する必要があります security key-manager setup ローカルクラスタおよび

security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes リモートクラスタで、それぞ
れで同じパスフレーズを使用します。

• ONTAP 9.5より前のバージョンでは、を実行する必要があります security key-manager setup ロー

13

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/delete-key-management-database-task.html


カルクラスタで、約20秒待ってからを実行します security key-manager setup リモートクラス
タで、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありませ

ん。ONTAP 9.4以降では、を使用できます -enable-cc-mode yes リブート後にユーザにパスフレーズの入
力を求めるオプション。

NVEの場合は、を設定します -enable-cc-mode yes`を使用して作成したボリューム `volume create

および volume move start コマンドは自動的に暗号化されます。の場合 volume create`を指定する必

要はありません `-encrypt true。の場合 volume move start`を指定する必要はありません `-

encrypt-destination true。

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no

ONTAP 9.4以降では、を使用できます -enable-cc-mode yes リブート後にユーザにキ
ー管理ツールのパスフレーズの入力を求めるオプション。NVEの場合は、を設定します

-enable-cc-mode yes`を使用して作成したボリューム `volume create および

volume move start コマンドは自動的に暗号化されます。

次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアッ
プします。

cluster1::> security key-manager setup

Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through

the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:

Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long

text>

Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long

text>

2. 入力するコマンド yes オンボードキー管理を設定するプロンプトが表示されます。

3. パスフレーズのプロンプトで 32 ～ 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 ～ 256 文字のパ
スフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ
操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
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5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

security key-manager key show

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

cluster1::> security key-manager key show

Node: node1

Key Store: onboard

Key ID                                                           Used By

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

--------

0000000000000000020000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK

000000000000000002000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2

Key Store: onboard

Key ID                                                           Used By

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

--------

0000000000000000020000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK

000000000000000002000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

完了後

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックア
ップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の
安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管
理情報を手動でバックアップ"。

新しく追加したノードでオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラス
タで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化された
ボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要がありま
す。
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ONTAP 9.5以前の場合は、を実行する必要があります security key-manager setup コマ
ンドはクラスタにノードを追加するたびに実行します。

ONTAP 9.6以降の場合は、を実行する必要があります security key-manager sync コマン
ドはクラスタにノードを追加するたびに実行します。

オンボードキー管理が設定されているクラスタにノードを追加した場合は、このコマンドを実
行して不足しているキーを更新します。

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

• ONTAP 9.6以降では、を実行する必要があります security key-manager onboard enable を実行

してから、を実行します security key-manager onboard sync リモートクラスタで、それぞれで同
じパスフレーズを使用します。

• ONTAP 9.5では、を実行する必要があります security key-manager setup ローカルクラスタおよび

security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes リモートクラスタで、それぞ
れで同じパスフレーズを使用します。

• ONTAP 9.5より前のバージョンでは、を実行する必要があります security key-manager setup ロー

カルクラスタで、約20秒待ってからを実行します security key-manager setup リモートクラスタ
で、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありませ

ん。ONTAP 9.4以降では、を使用できます -enable-cc-mode yes リブート後にユーザにパスフレーズの入
力を求めるオプション。

NVEの場合は、を設定します -enable-cc-mode yes`を使用して作成したボリューム `volume create

および volume move start コマンドは自動的に暗号化されます。の場合 volume create`を指定する必

要はありません `-encrypt true。の場合 volume move start`を指定する必要はありません `-

encrypt-destination true。

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。
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