
概 要
一元管理されたハードウェア・ベースの暗号化によるセキュリティー上の利益を得ると同
時に、インテルの知的財産をより効果的に保護するために、インテル IT部門はMcAfee* 
Drive Encryption1 7.1と組み合わされたインテル® Solid-State Drive（インテル® 
SSD）Proファミリーの導入を進めています。

インテル IT部門の暗号化に関する取り組みは、2009年のインテル® SSDとソフトウェア・
ベースの暗号化の導入までさかのぼります。技術が成熟するとともに、私たちはより安定
したソフトウェア・ベースの暗号化ソリューションに移行しました。このソリューションは、
すでに導入されていたMcAfee* ePolicy Orchestrator*ソフトウェアと統合され、稼動
中のすべてのマカフィー・セキュリティー製品の機能がまるで「1つの窓」から見たように
透過的に表示されました。その後、私たちは独自のハードウェア・ベースの暗号化管理ソ
リューションを開発しました。これらのソリューションにより、ユーザーとIT担当者の両方
にとって有益な改良が数多く行われました。

現在、インテル IT部門の一元管理されたハードウェア・ベースのソリューションでは、さ
らに次のような利益を得ることができます。

•  ノートブックPCのパフォーマンスにおいても目立った影響がない。

•  ソフトウェア・ベースの暗号化では1時間以上かかった暗号化と復号のアクティベー
ションにわずか数秒しかかからない。

•  McAfee* ePolicy Orchestrator*ソフトウェアとの統合により、暗号化コンプライアン
ス要件に従った暗号化レポートの生成が可能。

•  PC保有数の増大に合わせてソリューションを容易に拡張できる。

インテルの環境では、依然として、ソフトウェア・ベースの暗号化が必要な従来型のソリッ
ドステート・ドライブも使用されています。McAfee* Drive Encryptionには、両方のタイ
プの暗号化に対応した同一のユーザー・インターフェイスが用意されており、ドライブの
タイプに応じてソフトウェア・ベースまたはハードウェア・ベースのどちらの暗号化を使
用するかを自動的かつ透過的に検出できます。

インテル® SSDとMcAfee* Drive Encryptionは連携して機能し、最新の暗号化のみま
たはSSDテクノロジーのみを使用したクラウドよりも安全で高性能のソリューションを
提供します。

インテルの新しいソリューションにより、 
暗号化と復号の 
アクティベーションが高速化され、 
1時間以上かかっていた処理を 
わずか数秒で行えるようになりました。
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¹  McAfee* Drive Encryptionは、McAfee* Complete Data Protectionスイートのキー・コンポーネントとして提供され
ています。詳細については、http://www.mcafee.com/jp/products/data-protection/index.aspx を参照してください。
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背 景
インテルは、従業員のノートブックPCに保存されたデータを暗号化することにより、会社
の知的財産と従業員の個人情報を保護しています。インテルは、シームレスで一元管理
されたハードウェア・ベースの暗号化を常に目指してきましたが、最近まで、こうした目標
は技術的に実現不可能でした。技術の発展に伴い、暗号化に対するインテルのアプロー
チも変化し、ここ数年間で私たちが目指す地点へと近づくことが可能になりました（図1
を参照）。長年にわたって暗号化を模索し続ける中、その各段階においてインテルは選択
肢を検証し、常に最善を選択してきましたが、その時点では最高レベルであったどの技術
を選んでも、実際にはいくつかの欠点がありました。しかし、段階を経ていくにつれ、一元
管理されたOpal準拠 2自己暗号化ドライブ（SED）の導入へと徐々に近づいてきました。
その成果が、例えばインテル® Solid-State Drive（インテル® SSD）Pro 1500シリーズや
インテル® SSD Pro 2500シリーズであり、これらは現在、インテル® SSD Proファミリー
に含まれています。

初期のソフトウェア・ベースの暗号化（2009年）
インテルは、初となるソフトウェア・ベースの暗号化ソリューションを2009年に導入しま
した。当初は従来型のハードディスク・ドライブを基盤にして導入したため、暗号化ソフト
ウェアが使用するCPUサイクルとバッテリー容量が非常に大きくなり、ドライブのパフォー
マンスが実用に耐えないくらいに著しく下がるという結果を招きました。一方、ちょうど同
じ時期に、モバイルPCでインテル ® SSDへの移行が開始されました。

ソフトウェア・ベースの暗号化によるパフォーマンスへの影響は、SSD搭載のノートブック
PCでは大幅に軽減されました。インテルの暗号化ソリューションとインテル® SSDの標準
化を組み合わせることで、最善の結果を実現できたのです。しかし、ソフトウェア・ベース
の暗号化ソリューションにより、ITに関するコンプライアンスの管理性とレポート作成に
ついての問題が発生しました。例えば、ユーザーは手順の多い暗号化プロセスを完了せず、
実際に何台のSSDが暗号化されたのかを確実に判別する方法がなかったり、管理コンソー
ルが他のセキュリティー・ソリューションと統合されていないといった問題が発生しました。
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TPM Trusted Platform Module

技術とともに進化するインテルの暗号化への取り組み

²  Trusted Computing Groupが発表したOpal標準では、暗号化、認証、構成、ポリシー管理など、自己暗号化ドライブに
関する一連のメカニズムとプロトコルが提供されています。

モバイル
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図1. 暗号化促進を目指したインテルの取り組みは、技術の成熟に伴って進化してきました。
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改善されたソフトウェア・ベースの暗号化（2010年）
翌年、私たちはマカフィーのソフトウェア・ベースの暗号化ソリューションであるMcAfee* 
Endpoint Encryption for PCに移行しました。このソリューションではインテル® AES 
New Instructions（インテル® AES-NI）がサポートされており、これによって暗号化 /復号
のパフォーマンスが改善されました。また、これにはウイルス・スキャニングや侵入防止ツー
ルなど、インテルで使用されているすべてのマカフィー・セキュリティー・ソリューションを
単一のビューとして表示できる一元管理システムも含まれていました。

ただし、ドライブのパフォーマンスは、以前よりも改善されたものの、暗号化されていない
ドライブに比べるとその処理速度は依然として低いままでした。また、CPUリソースを消
費し、バッテリーの持続時間も短くなってしまいました。さらに、従来のソフトウェア・ベー
スの暗号化ソリューションと同様に、暗号化や復号のプロセスには依然として時間がかか
り、初期導入や特定のサポートにおけるアクションが遅くなり、IT技術者やインテルの従
業員にとって非効率なものでした。

独自のハードウェア・ベースの暗号化（2011年）
2011年、インテル IT部門では、インテル® SSD 320シリーズやインテル® SSD 520シリー
ズといった自己暗号化ドライブ（SED）の導入を開始しました。SEDには、ドライブに出入
りするすべてのデータを自動的に暗号化 /復号するドライブ・コントローラーが備わって
おり、暗号化 /復号の速度が改善されました。これらのドライブはOpal準拠ではなかっ
たため、インテル® vPro™ テクノロジー 3 のコンポーネントであるインテル® アクティブ・マ
ネジメント・テクノロジーを活用したハードウェア・ベースの暗号化管理ソリューションは
社内で開発しました。

この独自のハードウェア・ベースの暗号化ソリューションにより、ユーザー体験を（パフォー
マンスを改善し、バッテリー持続時間を延ばすことで）向上し、暗号化コンプライアンスを
高めて、サポートの件数を削減できました。しかし、この社内で開発した管理ソリューション
は管理に手間がかかり、リソースを集中的に使うため、会社全体で使用することは現実的
ではありませんでした。

³  インテル IT部門のホワイトペーパー「Managing Intel® Solid-State Drives Using Intel® vPro ™ Technology」（英語）
を参照してください。

2010年には、 
マカフィーのソフトウェア・ベースの 

暗号化ソリューションに移行しました。
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エージェントはドライブが 
Opal準拠であるかどうかを 
チェックするだけです。 
準拠していれば、 

ハードウェア・ベースの暗号化が 
有効になります。 

準拠していなければ、 
ソフトウェア・ベースの暗号化が 

有効になります。

ソリューション：管理された 
ハードウェア・ベースの暗号化
現在の暗号化ソリューションでは、連携して機能する次の2つの製品が組み合わされており、
これによってインテルでのデータ保護が強化されています。

•  ハードウェア・ベースの暗号化：およそ1万台のOpal準拠インテル® SSD Pro 1500
シリーズがインテルで使用されており、まもなくインテル® SSD Pro 2500シリーズに移
行する予定です。

•  一元管理された暗号化：McAfee* ePolicy Orchestrator*ソフトウェアと統合された
McAfee* Drive Encryption 7.14ソフトウェアを導入中です。

McAfee* Drive EncryptionとOpal準拠SSDにより、以前の暗号化フェーズに関連する
困難さが解決されます。ユーザーとITスタッフのどちらにも、以下のメリットがもたらされ
ます。

•  パフォーマンスへの影響を最小限に抑制：暗号化を行ってもノートブックPCのパフォー
マンスやバッテリー持続時間には影響が及ばないため、ユーザーはより生産性の高い
環境で作業できます。5

•  暗号化 /復号のアクティベーションを即時に実行：以前は1時間以上かかっていた暗号
化を、わずか数秒で行えるようになりました。新しいPCを使い始めたユーザーはサービ
スセンターへの問い合わせをより短時間で切り上げ、ITスタッフはサポート処理に費や
す時間を短縮できるため、ユーザーとITスタッフともに生産性が高まります。

•  コンプライアンスの向上：ソフトウェア・ベースの暗号化処理とは異なり、この新しい
プロセスは中断されることがないため、ビルドプロセス中に確実に暗号化を完了させ、
ドライブを常に暗号化された状態に維持することができます。

•  レポート作成機能の改善：McAfee* Drive EncryptionソフトウェアはMcAfee* 
ePolicy Orchestrator*コンソールと統合されているため、インテル IT部門は、1カ所
の便利な場所から十数件もの暗号化専用レポートにアクセスできます。これらのレポー
トにはディスクの状態、インストールされているバージョン、クライアント・イベントなど
が含まれています。すべてのレポートはCSV、HTML、PDF形式でエクスポートでき、電
子メールメッセージに添付して送信できます。図2は、レポートのサンプルを示しています。
また、IT管理者は企業のニーズや管理要件に沿ったカスタムレポートの作成も可能です。

•  拡張可能：インテルのクライアント・デバイスが増加し、よりモバイル性が高まってきて
いるため、McAfee* Drive EncryptionとOpal準拠のインテル® SSDの組み合わせは、
インテルの暗号化ソリューションへの対応に役立っています。

•  セキュリティーの強化：ハードウェア・ベースの暗号化はオペレーティング・システム外
部のハードウェアに組み込まれるため、暗号化コンポーネントの破損や改ざんに対する
保護という観点から、ソフトウェア・ベースの暗号化よりも効果的です。

⁴  この製品の以前のリリースでは、McAfee* Endpoint Encryption for PCという名称が使用されていました。
⁵  本質的に、自己暗号化ドライブは、常にそれら自体に保存されている情報を暗号化 /復号します。ドライブのネイティブ・
パフォーマンスは暗号化された状態で測定、テスト、スペック定義されます。「ドライブの暗号化」では実際には単に認証
がロックされるだけであるため、ドライブのパフォーマンスは変わりません。

図 2.  McAfee* Drive Encr yptionとMcAfee* 
ePolicy Orchestrator*ソフトウェアを統合すること
で、暗号化レポートを簡単に生成できます。この円グラ
フは、大部分のドライブが暗号化されていることを示
しています。図示のみを目的としています。

ディスク状態レポート
ディスク状態 オプション

暗号化
部分的に暗号化
復号
暗号化処理中
復号処理中
サポートなし
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混合暗号化環境の管理
McAfee* Drive Encryptionには混合エージェントが備わっており、デバイスの構成とIT
管理者が定義したルールに従って、ソフトウェア・ベースとハードウェア・ベースのどちら
の暗号化を使用するべきかを、自動的かつ透過的に検出できます。環境内では、以下のよ
うなさまざまなSSDが使用されているため、インテル IT部門における暗号化の管理およ
び運用に関して、この混合方式は重要な意味を持ちます。

•  ソフトウェア・ベースの暗号化が必要な古いインテル® SSD

•  Opal非準拠のSSD。このようなSSDにはソフトウェア・ベースの暗号化も使用します
（インテルの独自設計によるハードウェア・ベースの暗号化管理ソリューションではあり
ません）

•  ハードウェア・ベースの暗号化をサポートするインテル® SSD Pro 1500シリーズや
インテル® SSD Pro 2500シリーズなど、Opal準拠のSSD

混合エージェントはバックグラウンドで実行され、ユーザーにはそれが認識されないため、
ドライブがソフトウェア・ベースの暗号化とハードウェア・ベースの暗号化のどちらを使用
していても、ユーザー・インターフェイスとプロセスが影響を受けることはありません。

混合エージェントにより、インテル IT部門にもいくつかのメリットがもたらされます。まず、
新しいハードウェアを一度に購入しなくても、ソフトウェア・ベースの暗号化からハードウェ
ア・ベースの暗号化への移行を、通常の更新サイクルに沿ってバックグラウンドで順次進
めることができます。また、すべてのドライブに同じエージェントと同じ ITイメージを使用
できます。

さらに、この暗号化ソリューションの運用とサポートは簡単に行えます。サポート担当者と
技術者はソフトウェア・ベースの暗号化とハードウェア・ベースの暗号化の習得に要する
労力を最小限に抑えつつ、単一のソリューションについて深く理解することができます。

Opalが有効化されたSSDの再プロビジョニング
ハードウェア・ベースの暗号化を使用したSSDの再プロビジョニングでは、ソフトウェアで
暗号化されたドライブに使用されているものとは異なる ITプロセスを実行する必要があ
ります。基本的に、ドライブをOpal管理状態から除外し、従来の管理状態にする必要があ
ります。

この手法では、McAfee* ePolicy Orchestrator*を使用するMcAfee* Drive Encryption
ソリューションが無効になるため、インテル® Solid-State Drive Pro管理者ツールを使用
してドライブを安全に消去します。ドライブの管理制御が失われても（これにより管理がで
きなくなる）、アンロックして、再度目的を果たすように安全に設定できます。

増加するソリッドステート・
ドライブのROI

2009年にインテル® Solid-State Drive
（インテル® SSD）の導入を開始した当
時の当社ROI分析では、以下のように、
ソリッドステート・ドライブを使用した場
合の利点が多数見つかりました。

•  年間故障率（AFR）が低いため、信頼
性が高い。これにより、総保有コスト
を削減できます

•  応答性と電力効率に優れたパフォー
マンス

•  長いバッテリー持続時間

•  複数のフォームファクターとキャパシ
ティーによる柔軟性および拡張性

•  インテル® ステーブル・イメージ・プ
ラットフォーム・プログラムにより、主
要コンポーネントの変動性を安定さ
せ、次世代製品ラインへの移行をより
予測可能なものにすることで、プラッ
トフォームのライフサイクル管理にお
ける複雑さを軽減します

インテル® SSD ProファミリーのAFR
仕様は 0.73パーセント未満です。1 
インテルが追跡調査したAFR測定値
は一貫して0.3パーセント未満でした。
インテル IT部門による詳細なインシデン
ト・データを確認すると、インテル IT部
門によって測定されたインテル® SSDの
AFRは、全般的にこれと同じ範囲に収
まっています。

¹  AFRは1,200万時間の平均故障間隔（MTBF）
に基づいています（1 ÷ MTBF x 年数 = AFR）。
インテル® SSD Proファミリーの 
AFR = 8,760時間 ÷ 1,200万時間 × 1年 = 
年間0.73%
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従来のハードディスク・ドライブに使用されている上書き技術とは大きく異なり、インテル® 
SSDの安全な消去には 1分もかかりません。インテル® SSD Pro 1500シリーズと
インテル® SSD Pro 2500シリーズにおける安全な消去では、インテル® SSD Pro管理
者ツールを使用して、NANDフラッシュメモリーのブロック消去や暗号鍵の変更が行われ
ます。

次のステップ
インテルは一元管理されたハードウェア・ベースの暗号化によって目指していた目標を
達成しましたが、その後も、ユーザー体験とITの効率性を改善する新しい技術を探求し
続けます。そのような新しい技術の1つとして、パスワードを使用しない自動起動技術
をまもなく導入する予定です。これはドライブの暗号化パスワードをTrusted Platform 
Module（TPM）チップに保存します。6 起動中にシステムの完全性が維持されていること
が検出され、ドライブが暗号化されたときの値にシステム測定値が保たれている場合、起
動処理中にドライブ暗号化パスワードが自動的に提供されます。

マカフィーはWindows*のログオン処理を監視します。ユーザーが間違ったWindows*
パスワードを特定の回数入力すると（この回数は IT部門が指定できます）、システムは再
起動し、その後はユーザーにドライブ暗号化パスワードを入力するように要求します。ドラ
イブが暗号化された後にTPM測定が変更された場合、ドライブが改ざんされた可能性
があるため、そのようなときにもドライブ暗号化パスワードが要求されます。

インテル® Solid-State 
Drive管理ツール
マカフィーとインテルはインテル® Solid 
State Drive（インテル® SSD）対応の多
数の管理ツールを提供しています。以下
はその一例です。

•  インテル® SSD Pro管理者ツールは、
インテル® SSD Proファミリー製品
において、セキュリティーおよび運用
管理機能の設定をサポートするよう
に設計されたWindows*コマンドラ
イン・ツールです。

•  インテル® セットアップ・コンフィグ
レーション・ソフトウェアおよび関
連するソリッドステート・ドライブ・プ
ラグインは、インテル® vPro™ テクノ
ロジーを使用するビジネス・クライ
アント・プラットフォームでインテルの
機能を検出、有効化、管理するのに役
立ちます。

•  インテル® SSD Toolboxは、ドライ
ブ・プロパティーとドライブ分析に関
する情報を提供します。

•  インテル® データ・マイグレーション・
ソフトウェアは、古いドライブから新
しいインテル® SSDへのデータ移行
を支援します。

•  インテル® SATA SSD ファームウェ
ア・アップデート・ツールは、インテル® 
SSD用の最新ファームウェアを提供
します。

•  McAfee* Drive Encryption GOは、
マカフィーの健全性チェックおよびプ
リフライトチェック・ツールです。

•  セルフモニタリング、分析、レポート作
成テクノロジー（SMART）は、ドライブ
の健全性を事前に監視するのに役立
つ業界標準です。

成熟過程にある技術に関してはよくあ
ることですが、インテル® SSDの価格は
2009年から大幅に下がってきている
ため、現在、投資対象としての価値はさ
らに高まっています。インテルは、SSD
の総保有コスト評価ツールをhttp://
estimator.intel.com/ssdpro/ で提供
しています。

⁶  製造元企業がTrusted Platform Module（TPM）機能を提供している必要がありますが、これにはTPMがサポートされ
たBIOSが必要です。TPM機能は初期化する必要がありますが、すべての国で提供されているとは限りません。

パスワードを使用しない自動起動機能を使用することで、 
ユーザーはドライブ暗号化パスワードを入力する必要はなくなります。 

つまり、システムはWindows*に対して直接起動されます。 
これにより、システムのセキュリティー環境に多大な変更を加えることなく、 

ユーザー体験を大幅に改善できます。
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まとめ
インテル® SSD Proファミリーに対する標準化により、ユーザーとIT部門の両方にメリッ
トをもたらす、管理されたハードウェア・ベースの暗号化ソリューションの導入が可能に
なります。ハードウェア・ベースの暗号化ではCPUリソースが消費されたり、バッテリー
持続時間が短くなることがないため、ユーザーはパフォーマンスの低下を懸念することな
くノートブックPCを使用できます。一方、ITスタッフは、確実に暗号化プロセスを完了し、
ドライブが廃棄処分されるまで暗号化された状態に維持できるという点で、大きな恩恵
が得られます。

環境内には、旧式のOpal非準拠SSDも依然として存在します。その場合も、McAfee* 
Drive Encryptionを使用することで、すべてのドライブに同じエージェントと同じITイメー
ジを使用でき、エージェントにより、ドライブがOpal準拠であるかどうかがチェックされま
す。準拠していれば、ハードウェア・ベースの暗号化が有効になり、準拠していない場合は、
ソフトウェア・ベースの暗号化が有効になります。このプロセスはユーザーに透過的に実
行されるため、ユーザー体験が妨げられることはありません。また、この暗号化ソリュー
ションの運用とサポートも簡単に行えます。サポート担当者と技術者はソフトウェア・ベー
スの暗号化とハードウェア・ベースの暗号化の習得に要する労力を最小限に抑えつつ、
単一のソリューションについて深く理解することができます。

インテルの暗号化ソリューションには、ノートブックPCのパフォーマンス向上、暗号化と復
号の迅速なアクティベーション、各種SSDが混在する環境のサポート、コンプライアンス
管理とレポート作成をサポートする一元化されたコンソールなどの利点があります。これ
らの利点は、SSDだけ、または暗号化管理だけでは実現することができません。インテル
の知的財産と従業員の個人情報を保護するための最高の暗号化ソリューションを提供で
きるのは、McAfee* Drive Encryption 7.1ソフトウェアとOpal準拠のインテル® SSDを
搭載したハードウェア・ベースの暗号化の組み合わせであると確信しています。

インテル IT部門のベスト・プラクティスの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
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  インテル・テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要と
なる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはあり
ません。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/を参照してください。

  本書に記載されている情報は一般的なものであり、具体的なガイダンスではありません。推奨事項（潜在的なコスト削減など）はインテルの経
験に基づいており、概算にすぎません。インテルは、他社でも同様の結果が得られることを一切保証いたしません。

  本資料に掲載されている情報は、インテルの製品およびサービスの概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかか
わらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。製品に付属の売買契約書
『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテルの製品
およびサービスの販売や使用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産
権の非侵害性への保証を含む）に関してもいかなる責任も負いません。

  Intel、インテル、Intelロゴ、Intel vProは、アメリカ合衆国および /またはその他の国における Intel Corporationの商標です。

  Microsoft、およびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

  *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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