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Bitlocker to go reader windows 7

ビットロッカーは、Windows 7究極のUSBメモリのみを暗号化することができます。しかし、暗号化されたUSBメモリは、Windows 7究極だけでなく、Windows 7だけでなく、Windows VistaやWindows XPでも使⽤できます。Windows XP または Windows Vista に追加すると、以下に説明するように Bitlocker To Go リーダーを介してアクセスでき、USB
メモリへのファイルの書き込みは許可されません。☆あなたは、Windows VistaまたはWindows XPで有効にビットロッカーに⾏くとUSBスティックを挿⼊する場合は、読者に⾏くためにビットロッカーを実⾏するように求められます。このドライブのロックを解除するには、[パスワードの⼊⼒] 画⾯が表⽰されます。BitLocker で USB スティックを暗号
化する⽅法で設定したパスワードを⼊⼒し、[ロック解除] ボタンをクリックします。☆BitLockerを⾏くリーダーが開きますので、ツリービューから展開したいファイルやフォルダを表⽰します。ファイルを開く前に、コンピュータの右側の⼀覧から⽬的のファイルとフォルダをドラッグします。ビットロッカーからゴーリーダーは読み取り専⽤です。
USB メモリ ファイルと USB フォルダはコンピュータにコピーできますが、USB メモリには書き込めません。Windows 7 では、USB メモリを暗号化する BitLocker To Go という機能が追加されました。BitLocker To Go は、Windows Vista にインストールされている BitLocker を USB メモリなどのリムーバブル ディスクに拡張する機能です。今回は、
このBitLockerを紹介します。[8 ⽉ 21 ⽇に修正] Windows Server 2008 R2 および Windows 7 のフル バージョンのリリースで、画⾯のキャプチャと操作⼿順に残っている英語版のリリースを修正しました。BitLockerは何に⾏きますか?BitLocker To Go には、Windows 7 および USB メモリなどのリムーバブル ディスクを暗号化する Windows Server 2008
R2 の新機能である BitLocker To Go 機能が⽤意されています。BitLocker To Go を使⽤すると、USB メモリの内容を⾃動的に暗号化できます。ビットロッカーTo Goは使いやすいです。Usb メモリを Windows 7 または Windows Server 2008 R2 に挿⼊し、右クリックして [BitLocker を有効にする] をクリックします。メッセージに基づいてパスワードを
設定し、パスワードを忘れたときに復元できる回復キーを保存または印刷するだけです。コンピュータに表⽰されているリムーバブル ディスクを右クリックし、[BitLocker を有効にする] をクリックし、パスワード ドライブのロック解除をオフにしてパスワードを設定します。セットアップが完了すると、ダイアログ ボックスが表⽰され、[ファイルに回
復キーを保存] をクリックして [次へ] をクリックし、回復キーの保存場所を選択し、[保存] をクリックして [暗号化の開始] をクリックすると、暗号化の進⾏状況が表⽰されます。暗号化時間は USB メモリのサイズによって異なるので、暗号化されている場合は、リムーバブル ディスクアイコンがキーの記号に変わり、次回コンピュータに挿⼊するときに
パスワードを⼊⼒する必要があります。BITLocker で暗号化された USB メモリを追加すると、パスワードの⼊⼒を求めるダイアログ ボックスが表⽰されます。パスワードを⼊⼒して[ロック解除]をクリックして暗号化されたUSBメモリの内容を表⽰する パスワードを忘れた場合は、保存したリカバリキーファイルを開いてリカバリキーを⼊⼒します。パ
スワードをリセットすることを忘れないでください。パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた場合] をクリックし、回復キーを⼊⼒して、メモ帳などのテキスト エディタで書かれた回復キーを使⽤してファイルを開き、[次へ] をクリックして⼀時的に有効にします。忘れたパスワードをリセットする場合は、[BitLocker の管理] パスワードをリ
セットする場合は、[パスワードの変更] をクリックしてドライブのロックを解除し、もう⼀度設定します。アプリのロッカーに挿⼊されるように、BitLocker To Go もグループ ポリシーで構成できます。ディレクトリ。アクティブなライブラリ参加者が USB メモリを使⽤する場合は、BitLocker To Go が暗号化されていることを確認するグループ ポリ
シーを設定します。まず、BitLocker To Go のグループ ポリシー オブジェクトを作成します。サーバー管理者機能 - グループ ポリシーの管理 - フォレスト: フォレスト: enterprisewatch.com - ドメイン - enterprisewatch.com - グループ ポリシー オブジェクトを右クリックし、[BitLocker OK という名前の新規作成] をクリックして、[このグループ ポリシー
オブジェクトにリンク] の横をクリックします。[enterprisewatch.com] を右クリックし、[既存の GPO リンク] をクリックし、[BitLocker] を選択して [OK] をクリックし、作成した bitLocker 編集画⾯に移動します。[BitLocker] を右クリックし、[編集] [BitLocker] グループ ポリシー管理エディターが起動します。BitLocker の移動の設定を有効にします。コ
ンピューターの構成 - ポリシー - 管理⽤テンプレート: ローカル コンピューター - Windows コンポーネント - BitLocker ドライブの暗号化 - リムーバブル データ ドライブをクリックし、左側の BitLocker で保護されていないリムーバブル ドライブへの書き込みアクセスを拒否する] をダブルクリックします。[有効] を選択し、[OK] をクリックします。この
設定が完了したら、コマンド ラインを実⾏して、グループ ポリシー設定が直ちに反映されるようにし、[gpupdate] gpupdate をクリックします。USB メモリを追加して電源を⼊れると、BitLocker ドライブの暗号化または暗号化されていない状態で読み取り専⽤で開くかどうかを確認するダイアログ ボックスが表⽰され、USB メモリを挿⼊するときに暗
号化されていない場合は、USB メモリが暗号化されるか、メッセージが表⽰されます。暗号化しないと、USBメモリは読み取り専⽤になり、ファイルをUSBメモリに書き込むことはありません。また、⼤容量の USB メモリを暗号化する場合は、最初の暗号化に時間がかかる場合があります。暗号化されると、標準のUSBメモリと同様に使⽤できます。
Active Directory からの管理 – 回復キーを集中管理する⽅法 BitLocker を強制的に使⽤する場合の⽋点は、パスワードを残してユーザーの回復キーを管理することです。この問題を解決する⽅法の 1 つとして、管理者が回復キーを制御できる設定を表⽰します。ただし、これは⾮常に複雑な⽅法ではなく、回復キーを格納して⼀元管理する共有フォルダを
持っています。[コンピューターの構成 - ポリシー - ローカル コンピューター : Windows コンポーネント - BitLocker ドライブ暗号化] をクリックし、左側の [回復パスワードの既定のフォルダーを選択する] をダブルクリックして、[有効] を選択し、[既定のフォルダー パスの構成] に共有フォルダーのパスを⼊⼒します。共有フォルダの設定をユーザーに書
き込みます。⼊⼒後、[OK] をクリックしてコマンド ラインを実⾏し、gpupdate /force 操作ドメインに参加しているユーザーと⼀緒にクライアント コンピュータにログオンし、グループ ポリシー設定が直ちに反映されるようにします。同様に、コマンド プロンプトを実⾏し、GPUPDATE /force を使⽤する USB メモリを追加してグループ ポリシー設定
を直ちに反映すると、回復キーの格納場所が、BitLocker ドライブ暗号化を使⽤せずに読み取り専⽤で開くか、暗号化なしで開くかどうかを確認するダイアログ ボックスを持つ共有フォルダであることがわかります。ここで保存すると、回復キーを紛失した場合にも対処できます。Windows Vista とエルゼリーで⾏くために BitLocker で暗号化された USB
メモリはどうなりますか?Windows Vista で暗号化された USB メモリを開くと、BitLockerToGo .exe ファイルが表⽰.html読み取ります。BitLockerToGo .exeを有効にすると、暗号化された USB メモリを使⽤できます。[⾃動再⽣] ダイアログ ボックスで [BitLocker To To Reader] をクリックするか、USB メモリで BitLockerToGo.exeを起動すると、パス
ワード⼊⼒ダイアログ ボックスが表⽰されます。パスワードを⼊⼒し、ロックを解除して暗号化されたUSBメモリの内容を確認します。ただし、Windows Vista などで暗号化された USB メモリを使⽤する場合は、読み取り専⽤になります。その結果、Windows Vista でファイルを書き込むことはできません。暗号化された USB メモリを追加すると、[⾃
動再⽣] ダイアログ ボックスが表⽰されます。BitLocker To Go Reader をクリックするパスワードを⼊⼒し、[BitLocker To Go Reader] という専⽤アプリケーションのロックを解除し、BitLocker To Go を使⽤すると、セキュリティ上の問題と考えられる USB メモリを安全に使⽤できるように読み取り専⽤の USB メモリ内のファイルが表⽰されます。
USBメモリの内容は正しく暗号化されているため、USBメモリが失われた場合でも、データが許可なく漏洩することはありません。これは、便利なUSBメモリを有効にするよりも安全です。BitLocker To Go は USB メモリを使⽤する場合に便利ですが、データを他のユーザーに転送する場合に使⽤するのは便利ではありません。私はあなたに私のパス
ワードを⼀つずつ与えなければなりません。また、教えたパスワードは BitLocker To Go で使⽤されるため、安全のため、誰かにパスワードを与えた場合は、新しいパスワードに変更する必要があります。このような場合は、機能を取得する⽅が便利です単⼀オプション‧パスワードを使⽤し、指定した時刻まで、特定のパスワードで暗号を解決する機能
を使⽤します。BitLocker To Go は引き続き USB メモリを暗号化します。Windows Vista または XP に Windows 7 で BitLocker が起動すると、USB スティックを挿⼊するとどうなりますか?これは、ビットロッカーにリーダーを⾏く使⽤するファイル操作です。また、リムーバブル ディスクを開くと、標準のフォルダがまったく表⽰されません。表⽰で
きるのは、BitLocker To Go に関連するファイルのみです。[インストール/⾃動プログラムの実⾏] または [BitlockerToGo の実⾏] で BitLocker To Reader をクリックしたので.exeパスワード⼊⼒画⾯が表⽰されました。設定したパスワードを⼊⼒し、[ロック解除]ボタンをクリックします。ビットロッカー‧To Go Readerは、右側のように、発売されまし
た。このビットロッカーTo Goリーダーは、通常のエクスプローラとは異なっていました。Bitlocker To Go Reader では、フォルダの内容を表⽰できますが、ファイルを表⽰することはできません。ファイルをダブルクリックして開くと、以下の bitLocker To Go Reader メッセージが開きます。選択したファイルをデスクトップにコピーしますか?ファイ
ルを使⽤するには、ファイルをこのコンピュータにコピーする必要があります。BitLocker To Go リーダーから直接ドラッグ アンド ドロップすることもできます。選択したファイルをデスクトップにコピーする理由ファイルを使⽤するには、ファイルをこのコンピュータにコピーする必要があります。または、BitLocker To Go Reader から直接ドラッグ
アンド ドロップすることもできます。[はい] をクリックすると、選択したファイルのコピーが現在デスクトップ上に表⽰されます。さて、パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか?さて、BitLocker をオンにする場合は、回復キーを保存しますか?回復キーは で製造されます。作成した回復キー ファイルの内容は英語ですが、そのように書き込ま
れます。BitLocker ドライブ暗号化の回復キー回復キー回復キーは、BitLocker で保護されたドライブ上のデータを回復するために使⽤されます。これが回復キーであることを確認するには、ID を反映し、回復画⾯に表⽰される内容と⽐較します。回復キー ID: ***********完全回復キー検出: ******************BitLocker 回復キー: ***************変換: BitLocker ド
ライブ暗号化回復キー: BitLocker ドライブで保護されたドライブ上のデータを回復するために回復キーが使⽤されます。これが正確な回復キーであることを確認するには、識別情報を回復画⾯に表⽰されるキーと⽐較します。回復キー ID: ****************完全回復キー
ID:****************************************************************************************************************************************************************パスワードを取得しない場合は、ビットロッカーのパスワードフィールドにパスワードを忘れました。BitLocker が最初にインストールされたときに回復キーが作成されました。保持キーが保存または印刷された
か、または (会社のセキュリティ ポリシーに応じて) 管理者として作成する必要がある場合があります。BitLocker 回復キーは次のように暗号化できます: ****** 変換: パスワードを覚えていない場合は、回復キーを使⽤してドライブを開くことができます。bitLocker が最初にセットアップされたとき、回復キーが⽣成されました。回復キーを保存または印
刷しました。または、システム管理者 (会社のセキュリティ ポリシー) から取得する必要があります。BitLocker 回復キーは、次のように識別できます: ******** ビットロッカーの回復キーの種類フィールドに、BitLocker がオンになったときに保存されたファイルの BitLocker 回復キー: に⼀覧表⽰される⽂字列を⼊⼒します。かなり⻑いので、コピーして貼
り付ける⽅が良いでしょう。[Ok Bitlocker To Reader] ボタンをクリックして開始します。現在、BitLocker を搭載した USB スティックがオンになっています。暗号化はあなたをよく保護しますが、Windows 7以外のセッションでそれを使⽤することが問題になることがわかりました。これで⻑くなったので、USBスティックがオンになっても続きます!お
願いします。2009 年 9 ⽉ 9 ⽇の更新プログラム: Windows 7 RTM については、「Windows 7 以外の PC に利⽤可能な BitLocker を使⽤して USB スティックを追加する」を参照してください。« BitLocker は USB メモリを暗号化する⾏く |フロントページ |どのUSBスティックでBitLockerを実⾏しましたか?» » BitLocker To Goの互換性は少し複雑な [ハー
ドソフトウェアストーリー] ポータブルハードディスクとUSBメモリは暗号化するように求められている.だから、私が持っていたWindows 7の究極の版に⾏くためにBitLockerでそれを暗号化します。BitLocker To Go は、Windows 7 エンタープライズ エディションまたは外部 USB メモリやハード ディスクなどの外部ドライブを暗号化する最終的なエ
ディションから追加された機能です。暗号化された外部ストレージは、パスワードを⼊⼒しないと読み取ることができません。暗い。。。。。。[続きを読む]« BitLocker は USB メモリを暗号化する⾏く |フロントページ |どのUSBスティックでBitLockerを実⾏しましたか?» BitLocker To Go,Windows 7の新機能は、USBメモリなどのリムーバブルメディア
を簡単に暗号化することができます。それはWindows 7アルティメットとエンタープライズ専⽤ですが、その⼩さなサイズは、失いやすいメモリカードを節約するために⼿頃な価格になります。暗号化されたメディアは、Windows XP や Vista など、さまざまな環境でこの機能を使⽤して読み取ることができます。暗号化中に書かれたビットロッカーTo
Goリーダー復号化。暗号化ではメディアへの書き込みは許可されず、ファイルのコピーのみが許可されますが、同時によりモバイル化されます。ただし、暗号化機能が Ultimate と Enterprise に限定されているのは残念です。Microsoft が Windows XP ⽤に無料でリリースしたプライベート フォルダ 1.0 は、リムーバブルフォルダと FAT または NTFS の
どちらであってもフォルダを暗号化できるように BitLocker 機能を提供しましたが、現在は利⽤できません。その後、ホーム プレミアムなどのエディションでリムーバブル メディアを暗号化する場合は、サードパーティ製品のヘルプを使⽤する必要があります。候補者の数がありますが、trueCryptは⺠間機関や中⼩企業に最適なツールです。Windows、
Mac OS X、Linux⽤のフリーウェアであり、ソースコードも⼀般に公開されており、⼀部の継続性を確保しています。次回は、truecryptのトラベルディスク機能を使⽤してTrueCryptを使⽤したUSBメモリ暗号化、truecrypt無料暗号化ツールを使⽤してUSBメモリを暗号化する無料の暗号化ツール
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